
施設名称 住所 電話番号

医療法人ひらき内科 宇部市開1-3-3 0836-22-8808

小沢内科医院 宇部市琴芝町１丁目４番３１号 0836-22-1515

宇部協立病院 宇部市五十目山町16-23 0836-33-6111

鈴木小児科医院 宇部市今村北4丁目26－15 0836-51-1100

鈴木眼科 宇部市今村北4丁目26-8 0836-51-3181

医療法人聖比留会　セントヒル病院 宇部市今村北三丁目７－１８ 0836-51-5111

医療法人社団　藤野内科 宇部市寿町1丁目3-33 0836-32-1521

社会医療法人　いち樹会　尾中病院 宇部市寿町１丁目３番２８号 0836-31-2133

今村皮膚科形成外科 宇部市松山町1-8-22 0836-21-0816

医療法人　博愛会　宇部記念病院 宇部市上町1丁目4番11号 0836-22-7118

医療法人社団　佐藤クリニック 宇部市常盤町1-4-25 0836-32-7500

医療法人雅美会きわなみ内科クリニック 宇部市西宇部南3丁目2番15号 0836-41-1114

医療法人扶老会　扶老会病院 宇部市船木833 0836-67-1167

宇部西リハビリテーション病院 宇部市大字沖ノ旦797番地 0836-45-2111

西宇部病院 宇部市大字際波248-1 0836-41-8190

医療法人　和同会　宇部リハビリテーション病院 宇部市大字西岐波229-3 0836-51-3111

医療法人社団宇部興産中央病院 宇部市大字西岐波750番地 0836-51-9708

医療法人社団　あいべ内科クリニック 宇部市大字船木６８３番地 0836-69-2678

（医）信和会　高嶺病院 宇部市大字善和187-2 0836-62-1100

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

むらかみこどもクリニック 宇部市大字東須恵字下四町開作1977-11 0836-44-4976

医）猪熊耳鼻咽喉科 宇部市中村3丁目５－２２ 0836-35-8787

医療法人　たお内科クリニック 宇部市島２丁目４－１１ 0836-37-3310

有好内科クリニック 宇部市東梶返3丁目９−２１ 0836-39-6139

医療法人香山会きわらクリニック耳鼻咽喉科 宇部市東岐波1053-6 0836-59-1133

栗栖クリニック 宇部市東岐波１０９６－１ 0836-59-0116

金沢守クリニック 宇部市東岐波5689-4 0836-58-3366

国立病院機構山口宇部医療センター 宇部市東岐波685番地 0836-58-2300

かわむらクリニック 宇部市東岐波区立山3848-6 0836-58-4970

医療法人社団浜通りクリニック 宇部市東藤曲2丁目5番２０号 0836-37-1238

おばやま脳血管心臓病クリニック 宇部市南小羽山町2丁目19番13号 0836-21-2900

国立大学法人山口大学医学部附属病院 宇部市南小串１－１－１ 0836-22-2111

沖中耳鼻咽喉科クリニック 宇部市岬町１−２−３３ 0836-29-1133

医療法人社団清冨会　サンポプラ病院 宇部市明治町１丁目７番７号 0836-21-2864

ころ吉訪問診療クリニック 宇部市ひらき台一丁目16-6 0836-39-6755

水町内科消化器科医院 下関市綾羅木本町４丁目1-30 083-251-6116

山口県済生会下関総合病院 下関市安岡町８丁目５番１号 083-262-2300

いな内科・糖尿病クリニック 下関市伊倉新町1丁目5-43 083-250-8704

石川ファミリークリニック 下関市伊倉新町4-2-21 083-249-5830

医療法人池田会いけだ内科 下関市一の宮町3丁目11-2 083-263-3311

医療法人 山口内科 下関市一の宮本町2-4-6 083-257-1570

医療法人　周山医院 下関市王喜本町６丁目５番14号 083-283-2522

医療法人社団王司こどもクリニック 下関市王司上町1-8-7 083-249-1331

医療法人社団　季朋会　王司病院 下関市王司本町1丁目18-27 083-248-3631

まつざき小児科 下関市梶栗町2丁目2-22 083-255-1234

なごみクリニック 下関市菊川町田部1202番地の1 083-288-0307

佐々木医院 下関市吉田1219-2 083-284-0151

やまうち内科循環器科 下関市筋川町３－６ 083-228-0977

すみだ内科クリニック 下関市熊野町2丁目2番31号 083-255-3111

長門一ノ宮病院 下関市形山みどり町17-35 083-256-2011



施設名称 住所 電話番号

すぎはら内科・消化器病クリニック 下関市古屋町1-11-1 083-253-1368

医療法人茜会　よしみず病院 下関市後田町1-1-1 083-250-8737

花園内科クリニック 下関市後田町2-1-41 083-233-3355

地方独立行政法人下関市立市民病院 下関市向洋町１－１３－１ 083-231-4111

吉本医院 下関市向洋町3丁目12-14 083-222-9390

しん耳鼻咽喉科 下関市三河町15-42 083-250-3387

いとう腎クリニック 下関市山の田本町６番６ 083-253-0211

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

佐藤医院 下関市小月駅前１丁目6番25号 083-282-0137

スマイルキッズクリニック 下関市小月駅前一丁目2番43号 083-281-1000

星の里会　岡病院 下関市小月本町2-15-20 083-282-0070

医療法人孝悠会広崎内科小児科医院 下関市上新地町1-2-1 083-222-7003

医療法人茜会　吉水内科 下関市上新地町1-5-2 083-232-8600

独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター下関市上新地町３－３－８ 083-231-5811

帆足医院 下関市上田中町2-21-2 083-222-0808

ふごの内科クリニック 下関市赤間町5-11 083-222-8008

医療法人社団きとう小児科 下関市川中豊町１丁目２番１０号 083-254-3152

下関市夜間急病診療所 下関市大学町2-1-3 083-252-3789

医療法人茜会　勝山クリニック 下関市大字田倉221番地11 083-256-8866

医療法人社団徳心会　おおむら循環器科クリニック下関市大坪本町36-20 083-233-2000

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

医療法人　神田小児科医院 下関市中土居本町2番21号 083-245-1171

織田クリニック 下関市中之町4番19号 083-222-5643

独立行政法人国立病院機構関門医療センター下関市長府外浦町1-1 083-241-1199

医療法人野田内科医院 下関市長府珠の浦町1-15 083-245-6660

医療法人社団　柏村医院 下関市長府松小田本町5-12 083-248-5333

なかの循環器科内科医院 下関市長府前八幡町３－３４ 083-246-3234

医療法人　長府第一クリニック 下関市長府中之町２－２１ 083-245-9865

うめだ小児科医院 下関市長府東侍町5-45 083-245-5390

長岡内科・画像診断クリニック 下関市田中町1-13 083-223-5050

桃崎病院 下関市田中町１番１０号 083-232-2533

浜田内科クリニック 下関市田中町7-12 083-223-0516

五十嵐内科 下関市幡生本町7-12 083-252-0733

稗田病院 下関市稗田中町8-18 083-251-2121

医療法人　浩堂会　松田内科クリニック 下関市彦島本村町４丁目1-5 083-266-4666

医療法人　浅野整形外科医院 下関市彦島本村町6-17-18 083-266-0894

医療法人水の木会　下関病院 下関市富任町6丁目18-18 083-258-0338

医療法人社団青寿会　武久病院 下関市武久町2丁目５３－８ 083-252-2124

医療法人社団　じょうのクリニック 下関市豊浦町宇賀7444-2 083-776-5151

医療法人社団永山医院 下関市豊浦町川棚６９２０－１ 083-774-3567

医療法人光の会重本病院 下関市豊浦町大字黒井１００９７番地－５０ 0837-72-0014

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

医療法人社団千葉クリニック 下関市豊田町中村6-1 083-766-0501

医療法人社団若草会木本クリニック 下関市豊北町大字阿川3796番地1 083-786-2626

あやめ内科 下関市本町1丁目１－２０ 083-228-1024

石﨑内科医院 下松市駅南1丁目7－7 0833-45-5235

緑山会下松中央病院 下松市古川町3丁目1番1号 0833-41-3030

下松病院 下松市新川二丁目1-1 0833-41-2727

医療法人秀浦医院 下松市生野屋西1丁目５－１７ 0833-41-5225

社会医療法人同仁会　周南記念病院 下松市生野屋南１－１０－１ 0833-45-3330



施設名称 住所 電話番号

上村内科クリニック 下松市西豊井877-1 0833-41-1318

阿部クリニック 下松市大字河内1048-1 0833-47-0001

英クリニック 下松市大手町2-4-11 0833-41-7788

下松市休日診療所 下松市中央町21-1 0833-41-1234

周防医院 下松市中市二丁目10-8 0833-41-0519

医療法人　くだまつ美里ハートクリニック 下松市美里町4丁目10-25 0833-48-3310

医療法人　北斗会　小林耳鼻咽喉科 下松市北斗町8-8 0833-41-0134

花岡医院 下松市末武上1239 0833-44-8227

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター岩国市愛宕町１－１－１ 0827-34-1000

医療法人社団千寿会　岩国第一病院 岩国市岩国1丁目20番49号 0827-41-0019

牛野谷クリニック 岩国市牛野谷町3-39-19 0827-35-1010

医療法人　錦病院 岩国市錦見7丁目15－7 0827-41-0177

岩国市立錦中央病院 岩国市錦町広瀬1072-1 0827-72-2321

医療法人玖玉会玖珂中央病院 岩国市玖珂町1448 0827-82-5123

医療法人　岩見内科医院 岩国市元町2-1-15 0827-21-0077

医療法人光風会　岩国中央病院 岩国市今津町4-15-3 0827-23-1600

小林クリニック 岩国市山手町1-11-23 0827-23-5884

毛利小児科 岩国市山手町2丁目18-8 0827-23-6677

岩国市医療センター医師会病院 岩国市室の木町３丁目6-12 0827-21-3211

医療法人　岩国みなみ病院 岩国市南岩国町2-77-23 0827-32-4100

横田胃腸科・外科・肛門科 岩国市南岩国町4-59-10 0827-32-1500

岩国市立美和病院 岩国市美和町渋前1776 0827-96-1155

岡山医院 岩国市平田6丁目51-16 0827-32-2288

岩国市立本郷診療所 岩国市本郷町本郷2100-1 0827-75-2770

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

医療法人社団桑原内科 岩国市麻里布町５－４－２ 0827-21-0839

さくらぎ循環器・内科クリニック 岩国市麻里布町7-2-18 0827-35-5011

特定医療法人　南和会　千鳥ヶ丘病院 岩国市由宇町千鳥ケ丘一丁目１番１号 0827-63-0231

医療法人木村医院 玖珂郡和木町和木3-1-12 0827-52-2302

医療法人三生会　みちがみ病院 光市光ケ丘２−５ 0833-72-3332

光市立光総合病院 光市光ケ丘６－１ 0833-72-1000

松島こどもクリニック 光市光井3-7-30 0833-74-2552

やまて小児科・アレルギー科 光市浅江1-10-12 0833-72-5041

医療法人陽光会光中央病院 光市島田2丁目22番16号 0833-72-0676

吉村医院 光市島田二丁目4－33 0833-71-0111

佃医院 光市虹ヶ丘一丁目１３番１０号 0833-71-0816

大草医院 山口市阿東徳佐中３４１６番地５ 083-956-0005

医療法人社団和花輝会おさばファミリークリニック 山口市下小鯖字白坂山11331-7 083-941-0389

やの内科 山口市元町2-22 083-925-1919

原田内科胃腸科医院 山口市桜畠２丁目６番８号 083-923-2344

医療法人永田こどもクリニック 山口市三の宮2丁目7-4 083-924-3330

吉武医院 山口市秋穂東６２９２ 083-984-2330

よしかね循環器内科 山口市小郡下郷2221-12 083-973-8181

山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院山口市小郡下郷８６２－３ 083-972-0333

ざいつ内科クリニック 山口市小郡明治1丁目13－14 083-976-8475

医療法人　仁保病院 山口市仁保下郷1915番地1 083-941-5555

おおどの診療所 山口市石観音町４－４ 083-922-0299

医療法人社団曙会　佐々木外科病院 山口市泉都町9番13号 083-923-8811

中央クリニック 山口市中央３－２－４３ 083-922-1771

社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会済生会湯田温泉病院山口市朝倉町４－５５ 083-932-3311



施設名称 住所 電話番号

医療法人ましもと内科呼吸器科 山口市湯田温泉3丁目1-24 083-934-0077

林外科医院 山口市道場門前２-２-３１ 083-922-0139

日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院 山口市八幡馬場５３－１ 083-923-0111

医療法人社団吉野内科循環器科 山口市平井６４１－１ 083-932-1222

社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院山口市緑町２－１１ 083-901-6111

すえなが内科在宅診療所 山口市鰐石町１−１２ 083-902-5300

生協小野田診療所 山陽小野田市くし山1丁目17-20 0836-84-2533

医療法人社団　田原耳鼻咽喉科医院 山陽小野田市住吉本町一丁目5－27 0836-83-3428

医療法人社団　健生会　いのうえ内科医院 山陽小野田市須恵１－４－１０ 083-681-1158

医療法人社団　村重医院 山陽小野田市須恵1丁目12番10号 0836-39-9183

西村内科医院 山陽小野田市西高泊586-1 0836-84-6080

医療法人社団輝斉会森田病院 山陽小野田市赤崎2-10-1 0836-88-0137

独立行政法人労働者健康安全機構山口労災病院山陽小野田市大字小野田１３１５－４ 0836-83-2881

早川内科医院 山陽小野田市大字小野田3966番地3 0836-88-0008

山陽小野田市民病院 山陽小野田市大字東高泊１８６３－１ 0836-83-2355

医療法人社団長明会　長沢病院 山陽小野田市中央1丁目5番26号 0836-83-3000

女性クリニックおがた 山陽小野田市中央三丁目六番三十号 0836-83-3859

はらだクリニック 山陽小野田市津布田2506-1 0836-76-3121

山田循環器科・内科 山陽小野田市東高泊2055-5 0836-83-8011

医療法人健仁会しおん内科外科クリニック 山陽小野田市日の出三丁目７番２号 0836-83-1331

医療法人社団　中村内科胃腸科医院 山陽小野田市日の出四丁目５番６号 0836-84-3131

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

清水クリニック 周南市栄町1-12 0834-21-1123

岐陽内科 周南市栄町２丁目４１番地の２ 0834-21-0839

かわむら小児科 周南市花畠町4-3 0834-32-0535

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 周南市久米752-4 0834-29-1430

周南市立新南陽市民病院 周南市宮の前二丁目3番15号 0834-61-2500

徳山クリニック 周南市栗屋839-1 0834-25-1136

医療法人社団　共愛会　徳山静養院 周南市五月町13-1 0834-31-1734

独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院周南市孝田町１－１ 0834-28-4411

賀屋小児科・循環器科 周南市桜木3-9-3 0834-29-0077

医療法人淳信会まさこメディカルクリニック 周南市新町1-52 0834-21-0609

周南市休日夜間急病診療所 周南市瀬戸見町9-25 0834-39-0099

髙杉レディースクリニック 周南市政所1丁目18番15号 0834-64-7700

坂本耳鼻咽喉科 周南市川手1-7-6 0834-61-1511

泉原病院 周南市泉原町10-1 0834-21-4511

医療法人まえだ循環器内科 周南市速玉町6－12 0834-22-3131

医療法人社団　高木内科クリニック 周南市大字久米3198-6 0834-25-2678

医療法人成心会ふじわら医院 周南市大字大河内256-14 0833-91-7100

医療法人社団生和会　周南リハビリテーション病院周南市大字湯野4278番地1 0834-83-3300

医）おおしろ小児科 周南市大字徳山４１８６ー１ 0834-22-3121

なかもり内科クリニック 周南市大字富田２８５９ 0834-61-1022

おのクリニック 周南市大神三丁目12番1号 0834-61-2300

地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院周南市東山町６－２８ 0834-31-2350

徳山リハビリテーション病院 周南市徳山626 0834-33-7770

佐藤医院 周南市弥生町2-3 0834-21-3153

医療法人社団高橋内科 周南市緑町１－６６ 0834-31-6188

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

医療法人杏祐会　三隅病院 長門市三隅中生島3242 0837-43-0711

長門市応急診療所 長門市仙崎198-1 0837-27-0255



施設名称 住所 電話番号

しみず循環器科内科医院 長門市東深川１３８５－１ 0837-22-2205

医療法人俵道会吉村内科 長門市東深川1953番地1 0837-22-3322

山口県厚生農業協同組合連合会　長門総合病院長門市東深川85番地 0837-22-2220

医療法人社団福寿会　福永病院 長門市日置中2490番地 0837-37-3911

医療法人良裕会　戸嶋医院 長門市油谷向津具下3369番地2 0837-34-0003

友近内科循環器科医院 長門市油谷新別名999番地10 0837-32-1180

柳井医院 萩市橋本町63番地 0838-22-0748

医療法人　市原内科皮膚科 萩市大字塩屋町21番地 0838-22-0184

兼田医院 萩市大字吉田町１ 0838-22-1113

萩市国民健康保険むつみ診療所 萩市大字吉部上3174-2 08388-6-0149

医療法人医誠会都志見病院 萩市大字江向413番地1 0838-22-2811

全眞会病院 萩市大字山田字西沖田4807番3 0838-22-4106

医療法人社団めづき医院 萩市土原３７０-１ 0838-22-2248

医療法人　わたぬきクリニック 萩市東浜崎５３番地 0838-25-2020

美祢市立病院 美祢市大嶺町東分11313番地1 083-752-1700

医療法人社団　恵水会　山本医院 美祢市大嶺町東分3367-1 0837-52-1516

藤村内科クリニック 美祢市大嶺町東分前川290-1 0837-54-1420

田代台病院 美祢市美東町真名2941 08376-5-0301

美祢市立美東病院 美祢市美東町大田３８００ 083-962-0515

医療法人神徳会三田尻病院 防府市お茶屋町３－２７ 0835-22-1110

医療法人米沢記念桑陽病院 防府市車塚町3-20 0835-23-1781

（医）和同会　防府リハビリテーション病院 防府市大字台道１６３４－１ 0835-32-1777

地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター防府市大字大崎１００７７ 0835-22-4411

医療法人実昌会中司内科 防府市大字田島587番地1 0835-27-0350

医療法人　康淳会　緑町三祐病院 防府市緑町1丁目5-29 0835-22-3145

国立病院機構柳井医療センター 柳井市伊保庄９５ 0820-27-0211

山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院柳井市古開作１０００－１ 0820-22-3456

弘田脳神経外科 柳井市古開作575-7 0820-23-7119

休日夜間応急診療所 柳井市中央一丁目10番17号 0820-23-1190

吉田クリニック 柳井市南町1-11-５ 0820-24-1212

南町内科循環器科 柳井市南町６丁目5-1 0820-23-5757

キャプテンキッズクリニック 柳井市南町7-11-9 0820-23-3336

まつばら内科・胃腸科 柳井市南町７丁目2-3 0820-25-2266

松井クリニック 柳井市南浜1丁目8番3号 0820-24-5311


