２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名
明野循環器内科クリニック

ア

明野中央病院

アケノチュウオウビョウイン

大分市明野東2丁目7番33号

097-558-3211

あけの胃腸内科乳腺クリニック

アケノイチョウナイカニュウセンクリニック

大分市大字小池原1534番地の1

097-576-7748

阿部循環器クリニック

アベジュンカンキクリニック

大分市萩原3丁目22番28号

097-552-1567

阿南循環器内科クリニック

アナンジュンカンキナイカクリニック 大分市大字森582番地の1

097-521-1110

安部クリニック

アベクリニック

大分市大字奥田799番地の4

097-545-3838

あべたかこ内科循環器クリニック

アベタカコナイカジュンカンキクリニック

大分市大字生石145-54

097-513-3800

有田胃腸病院

アリタイチョウビョウイン

大分市牧1丁目2番6号

097-556-1772

安東循環器内科クリニック

アンドウジュンカンキナイカクリニック 大分市高松1丁目4-4

あんどう内科・呼吸器科クリニック

アンドウナイカ・コキュウキカクリニック

大分市大在中央1丁目3番18号

097-592-6227

市ヶ谷整形外科

イチガタニセイケイゲカ

大分市大字古国府1203番地の1

097-546-2188

伊東Kクリニック

イトウケイクリニック

大分市大字三芳クス神2188番地の1

097-546-0660

伊東レディースクリニック

イトウレディースクリニック

大分市大字森660番地の1

097-523-3232

イノウエイイン

大分市坂ノ市中央二丁目2番37号

097-592-8812

097-551-0814

イノウエジュンカンキナイカクリニック 大分市高松2丁目4番25号

097-558-6200

井野辺病院

イノベビョウイン

大分市大字中尾字平255

097-586-5522

井野辺府内クリニック

イノベフナイクリニック

大分市府内町1丁目3番23号

097-513-5339

今村病院

イマムラビョウイン

大分市大手町3-2-29

097-532-5181

岩波内科クリニック

イワナミナイカクリニック

大分市富士見ヶ丘東5丁目10番12号

097-586-1141

上野醫院

ウエノイイン

大分市奥田673-1

097-543-3231

ウエノガオカハタイイン

大分市上野丘1丁目12番15号

097-546-0303

宇野内科医院

ウノナイカイイン

大分市萩原1丁目17番4号

097-552-2600

えとう内科病院

エトウナイカイイン

大分市大字中判田1428-1

097-597-6150

えもと内科クリニック

エモトナイカクリニック

大分市府内町2丁目5番37号

097-532-3395

オアシス第一病院

オアシスダイイチビョウイン

大分市東鶴崎3丁目3番19号

097-527-2211

オアシスダイニビョウイン

大分市東鶴崎2丁目3番30号

097-527-2500

オオジクリニック

大分市王子町1番11号

097-536-6633

大分春日内科循環器・エコークリニック

オオイタカスガナイカジュンカンキ・エコークリニック

大分市田室町6番11号

097-578-7200

大分記念病院

オオイタキネンビョウイン

大分市大字羽屋字中須賀387-1

097-543-5005

大分共立病院

オオイタキョウリツビョウイン

大分市大字奥田30

097-543-1177

大分協和病院

オオイタキョウワビョウイン

大分市大字宮崎953-1

097-568-2333

ウ 上野丘はた医院

オアシス第二病院
社会医療法人関愛会

王子クリニック

大分市古国府字下新田943番地

097-547-1111

大分健生病院

オオイタケンセイビョウイン

大分市古ヶ鶴1丁目1-15

097-558-5140

大分県地域成人病検診センター

オオイタケンチイキセイジンビョウケンシンセンター

大分市大字宮崎1415

097-569-2211

大分三愛メディカルセンター

オオイタサンアイメディカルセンター 大分市大字市1213番地

097-541-1311

オオイタジュンカンキビョウイン 大分市大字三芳320番3

097-544-5552

オオイタメディカルクリニック

医療法人社団三杏会

おおいた健康管理センター オオイタケンコウカンリセンター

医療法人輝心会

大分循環器病院

おおいたメディカルクリニック
オ

電話番号
097-576-7111

井上医院

大
分
市

所在地

アケノジュンカンキナイカクリニック 大分市明野東2丁目33番11号

イ 井上循環器科内科クリニック

エ

カナ

大分市大字羽屋字小甲斐田55

097-543-5001

公益財団法人大分県地域保健支援センター オオイタケンチイキホケンシエンセンター

大分市大字駄原2892番地の1

097-532-2167

大分リハビリテーション病院敬和会健診センター

オオイタリハビリテーションビョウインケイワカイケンシンセンター

大分市大字志村字谷ヶ迫765番地

097-503-5918

大分内科腎クリニック

オオイタナイカジンクリニック

大分市顕徳町3丁目1番5号

097-535-1569

大分内分泌糖尿病内科クリニック

オオイタナイブンピツトウニョウビョウナイカクリニック

大分市要町9番19号

097-574-7070

大分労働衛生管理センター 附属大分産業衛生診療所 オオイタロウドウエイセイカンリセンター

大分市高城南町11番7号

097-552-7788

大久保内科外科（内視鏡）クリニック

オオクボナイカゲカナイシキョウクリニック

大分市大字市1282番地

097-594-0566

大在呼吸器アレルギークリニック

オオザイコキュウキアレルギークリニック

大分市大在中央1丁目12番5号

097-592-5666

大嶋医院

オオシマイイン

大分市大字竹中2666番地

097-597-0015

おおつかクリニック

オオツカクリニック

大分市住吉町1丁目2番16号

097-535-1122

大場整形外科

オオバセイケイゲカ

大分市明野北1丁目2226番1

097-556-1311

緒方クリニック

オガタクリニック

大分市賀来北1丁目18番5号

097-586-5666

緒方内科医院

オガタナイカイイン

大分市南鶴崎2丁目7番34号

097-521-0101

おさこ内科・外科クリニック

オサコナイカ・ゲカクリニック

大分市大字奥田382-4

097-543-6633

おの英伸クリニック

オノヒデノブクリニック

大分市王子南町8番23号 M&M王子南102 097-513-5519
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実施機関名

オ

カ

キ

ク

電話番号

オノナイカクリニック

大分市大字鴛野字行衛1018番地の1

097-568-8488

織部消化器科

オリベショウカキカ

大分市大字森386番地

097-523-0033

織部病院

オリベビョウイン

大分市大字奥田736番地の5

097-544-2377

織部リウマチ科内科クリニック

オリベリウマチカナイカクリニック 大分市東大道1丁目8番15号

097-513-7123

お元気でクリニックこれいし

オゲンキデクリニックコレイシ

大分市大字奥田445番地の1

097-513-8218

垣迫胃腸クリニック

カキサコイチョウクリニック

大分市金池南2丁目3番3号

097-574-5111

かく医院

カクイイン

大分市大字野津原869

097-586-4114

鹿子嶋医院

カゴシマイイン

大分市碩田町3丁目1番4号

097-532-5024

かさぎ泌尿器科医院

カサギヒニョウキカイイン

大分市大字中戸次4840番地3

097-586-7117

梶本医院

カジモトイイン

大分市大字寒田235番地の16

097-568-3366

かつた内科胃腸科クリニック

カツタナイカイチョウカクリニック 大分市大字毛井279番1

097-524-6888

神﨑循環器クリニック

カンザキジュンカンキクリニック 大分市府内町1丁目6番38号

097-538-2550

神矢内科胃腸クリニック

カミヤナイカイチョウクリニック 大分市賀来西1丁目4番1号

097-549-7878

かみだ脳神経クリニック

カミダノウシンケイクリニック

大分市大字鴛野1028-1

097-567-1177

かやしま内科

カヤシマナイカ

大分市古ヶ鶴2丁目1番1号

097-552-0770

辛島内科・消化器内科

カラシマナイカ・ショウカキナイカ 大分市大字賀来1261番地

097-549-3333

河野泌尿器科医院

カワノヒニョウキカイイン

大分市賀来北3丁目4番12号

097-586-0121

吉川医院

キッカワイイン

大分市中島中央1丁目6053番地1

097-532-2770

きたじま内科・胃腸内科

キタジマナイカ・イチョウナイカ 大分市六坊北町6番73-1号

097-546-7373

木村医院

キムライイン

097-536-3460

吉良内科循環器クリニック

キラナイカジュンカンキクリニック 大分市角子原870

097-522-3000

国東循環器クリニック

クニサキジュンカンキクリニック 大分市大字上宗方417番地の6

097-541-4886

くぼた高江クリニック

クボタタカエクリニック

大分市高江南3丁目1-1

097-554-3230

栗林医院

クリバヤシイイン

大分市久原中央1丁目7番12号

097-592-1055

クワタニナイカ

大分市大字本神崎690番地1

097-576-0016

ゲンドウナイカイイン

大分市大字横瀬493-1

097-541-6663

コウノナイカ

大分市東津留2丁目10-18

097-552-1213

コブカタショウカキビョウイン

大分市賀来南1丁目15番31号

097-549-4114

大分市東春日町3番22号

社会医療法人関愛会

坂ノ市病院

サカノイチビョウイン

大分市坂ノ市中央1丁目269番

097-574-7722

社会医療法人関愛会

佐賀関病院

サガノセキビョウイン

大分市大字佐賀関750番地の88

097-575-1172

サ 佐藤内科循環器科医院

サトウナイカジュンカンキカイイン 大分市大道町3丁目4-1

097-543-7318

さとう神経内科・内科クリニック

サトウシンケイナイカ・ナイカクリニック

大分市下郡北1-4-14

097-554-3000

三愛呼吸器クリニック

サンアイコキュウキクリニック

大分市大字田尻字中山419番地の1

097-541-2588

シーサイドクリニックオオイタ

シーサイドクリニックオオイタ

大分市大字生石字川向37-7

097-513-1500

嶋田循環器科内科

シマダジュンカンキカナイカ

大分市大在中央1丁目10番17号

097-592-0525

循環器・内科平田医院

ジュンカンキ・ナイカヒラタイイン 大分市王子中町9番37号

097-536-3322

ジョウナンクリニック

大分市大字永興1126番地の10

097-547-0811

正内科医院

ショウナイカイイン

大分市賀来北3丁目1番3号

097-549-2559

庄の原クリニック

ショウノハルクリニック

大分市大字荏隈字庄の原1790番地1

097-573-6645

真央クリニック

シンオウクリニック

大分市大字小池原字宮ノ下1167番地1

097-553-1818

スズカケオカモトクリニック

シ 城南クリニック

すずかけ岡本クリニック

大分市千代町2丁目3番45号

097 532-3312

スミジュンカンキナイカクリニック 大分市下郡南1丁目102番地

097-504-7700

諏訪の杜病院

スワノモリビョウイン

大分市大字津守888番地の6

097-567-1277

生活習慣病・脳内科あべクリニック

セイカツシュウカンビョウ・ノウナイカアベクリニック

大分市大字森402番5

097-578-6311

ゼゼビョウイン

大分市金池町1丁目11番3号

097-534-0035

園田医院

ソノダイイン

大分市府内町1丁目3番1号

097-536-1769

そのだ内科・外科クリニック

ソノダナイカ・ゲカクリニック

大分市大道町3丁目3番1

097-573-5885

だいかく病院

ダイカクビョウイン

大分市大字下郡字山崎170番地の4

097-569-8860

大南クリニック

ダイナンクリニック

大分市大字中判田1864

097-597-6633

タカジョウコウノクリニック

大分市城東町11番30号

097-553-1374

タカハシナイカクリニック

大分市王子北町4-12

097-574-8747

ス すみ循環器内科クリニック

医療法人慈善会

ソ

所在地

おの内科クリニック

くわたに内科
大
分 ケ 玄同内科医院
市
河野内科
コ
小深田消化器病院

セ

カナ

膳所病院

タ 高城こうのクリニック
高橋内科クリニック

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
タ
実施機関名

カナ

所在地

電話番号

たかはし泌尿器科

タカハシヒニョウキカ

大分市大字寒田1116番地の10

097-569-8039

高山内科医院

タカヤマナイカイイン

大分市大字寒田字軒田1116-3

097-568-3157

多田胃腸科医院

タダイチョウカイイン

大分市大字玉沢字深町964番地

097-586-1200

立川内科医院

タツカワナイカイイン

大分市萩原3丁目2番10号

097-552-2666

タニガワイイン

大分市松原町2丁目2番2号

097-558-5578

タ 谷川医院
谷村胃腸科・小児科医院

タニムライチョウカ・ショウニカイイン 大分市竹下1丁目9番22号

097-524-3533

たねだ内科

タネダナイカ

大分市大字豊饒266-2

097-545-1122

たばるクリニック

タバルクリニック

大分市大字田原936番地1の1

097 541-2345

塚川第一病院

ツカガワダイイチビョウイン

大分市東春日町5番25号

097-532-0234

ツザキジュンカンキ・マスイカクリニック

大分市大字猪野1101-6

097-527-7711

ツルサキクリニック

大分市南鶴崎2丁目6番5号

097-527-2152

大分市大字中戸次5185番地-2

097-597-5254

大分市大字中戸次字二本木5956番地

097-597-5777

ツ つざき循環器・麻酔科クリニック
つるさきクリニック
社会医療法人財団

天心堂健診・健康増進センター テンシンドウケンシン・ケンコウゾウシンセンター

テ 天心堂へつぎ病院
天心堂へつぎ診療所
ト 得丸内科・消化器内科
内科阿部医院

テンシンドウヘツギビョウイン

テンシンドウヘツギシンリョウショ 大分市中戸次5185番地の2

097-597-5551

トクマルナイカ・ショウカキナイカ 大分市牧3-13-1

097-552-1558

ナイカアベイイン

大分市中春日町16番13号

097-538-1633

長浜内科クリニック

ナガハマナイカクリニック

大分市長浜町1丁目9番15号Ｍ＆Ｍ長浜203号 097-513-5767

永井循環器内科．生活習慣病．心臓クリニック

ナガイジュンカンキナイカ．セイカツシュウカンビョウ．シンゾウクリニック

大分市大字羽田217番地

097-504-7855

菜の花クリニック

ナノハナクリニック

大分市大字佐賀関2266番地

097-575-3260

南原クリニック

ナンバラクリニック

大分市新春日町2丁目4番3号

097-573-6622

にしたけ呼吸器内科・アレルギー科クリニック

ニシタケコキュウキナイカ・アレルギーカクリニック

大分市府内町1丁目1番20号 ﾄｲﾋﾞﾙ3F

097-534-1159

ニシノダイイイン

大分市大字三芳1955番地

097-543-5600

ニノミヤナイカ

大分市中央町2丁目1-11

097-534-1164

ノツハルシンリョウショ

大分市大字野津原906番地の1

097-588-1311

ハートクリニック

大分市大字光吉1430番地の27

097-568-5446

ハタナイカイイン

大分市王子南町3番10号

097-532-8771

ババマサヒロクリニック

大分市府内町1丁目4番11号

097-532-2567

ひがし内科医院

ヒガシナイカイイン

大分市大字上宗方524番地の1

097-541-0189

東浜循環器科・内科クリニック

ヒガシハマジュンカンキ・ナイカクリニック

大分市東浜1丁目9番18号

097-558-5454

日野医院

ヒノイイン

大分市大字宮崎832番地の4

097-568-5621

姫野内科医院

ヒメノナイカイイン

大分市庄境4番10号

097-522-1512

平岡外科医院

ヒラオカゲカイイン

大分市大字宮崎字延命1389番1

097-568-1088

平川循環器内科クリニック

ヒラカワジュンカンキナイカクリニック 大分市大字羽屋278-4

097-574-5282

ひらた医院

ヒラタイイン

097-548-7616

ひらた呼吸器内科クリニック

ヒラタコキュウキナイカクリニック 大分市日岡3丁目1番-7

097-558-0888

深川内科クリニック

フカガワナイカクリニック

大分市中央町二丁目1番17号（ブンゴヤ本社ビル301号）

097-532-8980

福田内科医院

フクダナイカイイン

大分市坂ﾉ市西2丁目1番5号

097-593-3355

福光医院

フクミツイイン

大分市大字下郡1854番地の1

097-568-0070

フジサオナイカクリニック

大分市長浜町1丁目4番3号

097-532-2996

藤島クリニック

フジシマクリニック

大分市大字荏隈689番地の8

097-573-5777

藤島病院

フジシマビョウイン

大分市敷戸台1丁目1番33号

097-568-2211

ふるしょう医院

フルショウイイン

大分市大字古国府844

097-573-5566

ヘ 戸次あべクリニック

ヘツギアベクリニック

大分市大字下戸次1528-5

097-535-8053

ホ 朋友診療所

ホウユウシンリョウショ

大分市大字下宗方字櫛引258番地

097-586-1377

ナ

ニ 医療法人松寿堂 西の台医院
にのみや内科
ノ のつはる診療所
ハートクリニック
大
分 ハ 畑内科医院
市
馬場政宏クリニック

ヒ

フ ふじさお内科クリニック

大分市大字田尻字小柳478番地

牧野皮膚科形成外科内科医院

マキノヒフカケイセイゲカナイカイイン 大分市明野東2丁目32番27号

097-558-6588

松岡メディカルクリニック

マツオカメディカルクリニック

大分市大字松岡1824番地の1

097-524-6777

まつお内科クリニック

マツオナイカクリニック

大分市中島中央2丁目4番30号

097-534-1212

マ 松坂さとう消化器内科

マツザカサトウショウカキナイカ 大分市大道町1丁目2番1号

097-545-8020

松田クリニック

マツダクリニック

大分市大字下徳丸字東上鶴114番地の1

097-523-0088

松本内科循環器科クリニック

マツモトナイカジュンカンキカクリニック

大分市下郡北3丁目21番25号

097-554-3200

松山医院大分腎臓内科

マツヤマイインオオイタジンゾウナイカ

大分市大字田尻457番地の1

097-541-1151

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名
見塩医院
医療法人三栄会

ミ

ミシオイイン

所在地

電話番号

大分市坂ノ市中央3丁目5番8号

097-592-1058

三宅胃腸科内科クリニック ミヤケイチョウカナイカクリニック 大分市久原中央2丁目2番22号

097-592-0771

宮本クリニック

ミヤモトクリニック

大分市高松東2丁目7番7号

097-558-5373

三好医院

ミヨシイイン

大分市大字森町534-10

097-522-1010

三好眼科内科医院

ミヨシガンカナイカイイン

大分市大字馬場266

097-576-0011

三好内科循環器科医院

ミヨシナイカジュンカンキカクリニック 大分市大字丹川字水ｹ本372番地の1

ム むらかみ胃腸肛門・内科クリニック

097-593-0024

ムラカミイチョウコウモン・ナイカクリニック

大分市萩原1丁目19番35号

097-558-7770

明治河野医院

メイジカワノイイン

大分市横尾3937-8

097-520-2777

明和記念病院

メイワキネンビョウイン

大分市明野北1丁目2番17号

097-573-1000

モ 森内科医院

モリナイカイイ

大分市下郡北3丁目23番25号

097-569-1014

モ 森山消化器内科クリニック

メ

モリヤマショウカキナイカクリニック 大分市大字宮崎933番2

097-578-7888

安武クリニック

ヤスタケクリニック

大分市今津留1丁目3番14号

097-558-3800

やない内科クリニック

ヤナイナイカクリニック

大分市大字市3番地の5

097-588-8555

大 ヤ 山内循環器クリニック
分
山形クリニック
市
山口内科胃腸クリニック

オ

カ

キ

097-556-2456

大分市萩原1丁目19番35号

山下循環器科内科

ヤマシタジュンカンキカナイカ

097-597-1110

吉田胃腸科・外科・肛門科

ヨシダイチョウカ・ゲカ・コウモンカ 大分市大字城原1769番地の9

よしどめ内科・神経内科クリニック

ヨシドメナイカ・シンケイナイカクリニック

大分市新春日町1丁目1番29号

097-540-7171

ヨシムラナイカジュンカンキカクリニック

大分市大字常行字仲間ﾉ久保266番地１

097-527-4390

よつばファミリークリニック

ヨツバファミリークリニック

大分市大字横尾1859番地

097-520-8686

米満内科医院

ヨネミツナイカイイン

大分市明野南1丁目27番10号

097-551-1170

わかくさ診療所

ワカクサシンリョウショ

大分市大字野田271番地

097-549-0119

若林脳神経外科クリニック

ワカバヤシノウシンケイゲカクリニック

大分市坂ノ市中央3丁目13番29号

097-511-1556

わさだかかりつけ医院泌尿器科クリニック

ワサダカカリツケイインヒニョウキカクリニック

大分市大字口戸59番地

097-586-1212

大分市大字下判田2349番地の1

097-593-3511

ワサダハートクリニック

大分市大字上宗方795番3

097-542-5000

和田医院

ワダイイン

大分市大字津守188番地の1

097-567-5005

渡辺内科医院

ワタナベナイカイイン

大分市生石2丁目1番5号

097-535-1884

わだ内科医院

ワダナイカイイン

大分市中央町2丁目9番15号

097-536-5442

明石Ｍクリニック

アカシエムクリニック

別府市御幸9組

0977-76-5270

あべ消化器・内科クリニック

アベショウカキ・ナイカクリニック 別府市新別府4組

0977-27-5055

ア 安部第一医院

ウ

097-573-6699

ヤマガタクリニック

097-556-0063

ワ わさだハートクリニック

イ

ヤマウチジュンカンキクリニック 大分市大道町4丁目5番30号
ヤマグチナイカイチョウクリニック 大分市小池原1113-1

ヨ 吉村内科循環器科クリニック

別
府
市

カナ

アベダイイチイイン

別府市上野口町3番40号

0977-23-3345

安倍内科医院

アベナイカイイン

別府市火売町8-1

0977-66-6780

アロハ クリニック

アロハ クリニック

別府市鶴見1組1

0977-26-2366

石垣うちくら医院

イシガキウチクライイン

別府市石垣東3丁目1番3号

0977-80-5033

石垣病院

イシガキビョウイン

別府市実相寺1-4

0977-66-7557

石川胃腸科医院

イシカワイチョウカイイン

別府市東荘園町5丁目1組

0977-21-5959

いとう循環器・麻酔科クリニック

イトウジュンカンキ・マスイカクリニック

別府市石垣西7丁目2147-1

0977-24-1002

うちくら内科

ウチクラナイカ

別府市馬場1-5

0977-21-5750

内田病院

ウチダビョウイン

別府市末広町3番1号

0977-21-1341

大分県厚生連健康管理センター

オオイタケンコウセイレンケンコウカンリセンター

別府市大字鶴見4333

0977-23-7112

大分総合健診センター

オオイタソウゴウケンシンセンター 別府市北石垣深町８５１

0977-66-4113

おおさわクリニック

オオサワクリニック

別府市富士見町1番7号

0977-27-0030

岡嶋医院

オカジマイイン

別府市元町16番9号

0977-22-0774

甲斐医院

カイイイン

別府市野口元町8番10号

0977-22-0986

垣迫内科医院

カキサコナイカイイン

別府市松原町6番12号

0977-23-8131

菊池内科医院

キクチナイカイイン

別府市南立石八幡町4組

0977-23-0550

北崎医院

キタザキイイン

別府市青山町7-65

0977-22-8171

木下医院

キノシタイイン

別府市上田の湯町1番7号

0977-24-1849

清瀬病院

キヨセビョウイン

別府市野口中町4番8号

0977-25-1555

クボオナカ・オシリクリニック

別府市石垣東3丁目5番15号

0977-23-2211

ク 久保おなか・おしりクリニック

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名
ク

コ

所在地

電話番号

久保田クリニック

クボタクリニック

別府市石垣東10丁目4番17号

0977-25-6363

黒木記念病院

クロキキネンビョウイン

別府市照波園町14番28号

0977-67-1211

河野小児科医院

コウノショウニカイイン

別府市石垣西7丁目8番10号

0977-22-4429

古城循環器クリニック

コジョウジュンカンキクリニック 別府市石垣東6丁目3番24号

0977-25-3811

児玉内科医院

コダマナイカイイン

0977-23-0777

こだま脳神経外科クリニック

コダマノウシンケイゲカクリニック 別府市石垣東8-2-35

0977-22-0272

児玉病院

コダマビョウイン

別府市亀川四の湯町5番19号

0977-67-1611

後藤医院

ゴトウイイン

別府市元町4番9号

0977-23-1391

サカイナイカイイン

別府市大畑6組

0977-25-0552

しもやま内科・循環器内科クリニック

シモヤマナイカ・ジュンカンキナイカクリニック

別府市南荘園町19組

0977-24-0101

新森内科クリニック

サ さかい内科医院
シ

カナ

別府市北浜3丁目3番12号

シンモリナイカクリニック

別府市石垣東5丁目1番25号

0977-25-5261

ス 末宗内科医院

スエムネナイカイイン

別府市上田ノ湯町13-3

0977-22-1824

ソ 荘園内科クリニック

ソウエンナイカクリニック

別府市東荘園4丁目2組

0977-27-3800

高橋内科医院

タカハシナイカイイン

別府市朝見1丁目2番17号

0977-21-3151

武井医院

タケイイイン

別府市幸町11番20号

0977-24-3411

たなか乳腺・外科・内科クリニック

タナカニュウセン・ゲカ・ナイカクリニック

別府市中央町8-30

0977-25-5200

たにぐち糖尿病内科クリニック

タニグチトウニョウビョウナイカクリニック 別府市東荘園1-1-1リバーサイドハイツ荘園1F

0977-21-7373

チバナイカイイン

0977-21-0715

タ

チ 千馬内科医院
つねとみ内科胃腸科クリニック
ツ 局医院

別府市南荘園町12組

0977-21-1947

ツルミダイビョウイン

別府市大字鶴見4075番地の4

0977-22-0336

中村たかクリニック

ナカムラタカクリニック

別府市新港町1-30

0977-26-2220

ナカムラビョウイン

別府市秋葉町8番24号

0977-23-3121

ナルミクリニック

別府市楠町14番8号

0977-23-5841

ハタビョウイン

別府市中島町14番22号

0977-21-1371

ババイイン

別府市南立石1775番地の14

0977-23-2833

ハマワキキネンビョウイン

別府市浜脇1丁目6-21

0977-22-2228

原嶋内科医院

ハラシマナイカイイン

別府市荘園町6-4

0977-23-5261

飛田内科外科クリニック

ヒダナイカゲカクリニック

別府市扇山9組－3

0977-27-2000

ヒライセイケイゲカイイン

別府市田の湯町9-16

0977-24-1511

ヒロセ内科医院

ヒロセナイカイイン

別府市駅前本町5番23号

0977-21-3030

福田内科医院

フクダナイカイイン

別府市石垣東3丁目4番12号

0977-25-2250

藤吉乳腺クリニック

フジヨシニュウセンクリニック

別府市東荘園4-2

0977-75-6029

別府駅前クリニック

ベップエキマエクリニック

別府市北浜1丁目3番12号3階

0977-25-3030

畑病院
別
府
馬場医院
市 ハ
浜脇記念病院

ヒ 平井整形外科医院

別府温泉病院
ベ 別府市医師会地域保健センター
別府中央病院
別府トキハクリニック
ホ 堀循環器科内科クリニック

ム
モ

0977-67-3600

ツボネイイン

鳴海クリニック

ミ

ツネトミナイカイチョウカクリニック 別府市中須賀本町3組

鶴見台病院
ナ 中村病院

フ

別府市楠町2番17号

ベップオンセンビョウイン

別府市大字野田22-1

0977-67-1131

ベップシイシカイチイキホケンセンター

別府市西野口町15-33

0977-23-2279

ベップチュウオウビョウイン

別府市北的ｹ浜町5番19号

0977-24-0001

ベップトキハクリニック

別府市北浜2丁目9番1号

0977-75-8878

ホリジュンカンキカナイカクリニック 別府市亀川浜田町2番63号 ｱﾙｳｨﾝ・ｺｰﾄ亀川1F 0977-27-6786

宮崎クリニック

ミヤザキクリニック

別府市亀川東町27-37

0977-66-0022

宮﨑内科医院

ミヤザキナイカイイン

別府市青山町10番27号

0977-24-2455

みょうばんクリニック

ミョウバンクリニック

別府市明礬5組の2

0977-67-5888

ミヨシ医院

ミヨシイイン

別府市石垣西2丁目3番30号

0977-25-2727

村上神経内科クリニック

ムラカミシンケイナイカクリニック 別府市山の手町14-30

0977-26-1717

村橋病院

ムラハシビョウイン

別府市千代町2番5号

0977-23-3231

医療法人餅ヶ浜医院

モチガハマイイン

別府市餅ヶ浜町5-39

0977-23-5365

森澤医院

モリサワイイン

別府市中須賀東町7組の1

0977-66-3100

横井内科クリニック

ヨコイナイカクリニック

別府市鶴見園町5組

0977-26-6111

ヨシガジュンカンキナイカ

別府市鉄輪163番地

0977-66-0115

ヨシタケナイカイイン

別府市扇山町8-4

0977-21-5755

ワタナベイイン

別府市光町4番11号

0977-23-0564

ヨ 吉賀循環器内科
吉武内科医院
ワ 渡邉医院

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名
別府市

カナ
ワタナベナイカジュンカンキカクリニック

別府市末広町6番31号

0977-23-5800

オ おおたにクリニック

オオタニクリニック

中津市沖代町二丁目119番2

0979-85-1182

梶原病院

カジワラビョウイン

中津市中殿町3丁目29番地の8

0979-22-2535

川嶌整形外科病院

カワシマセイケイゲカビョウイン 中津市大字宮夫17

0979-24-0464

ク 熊谷循環器科内科医院
サ

クマガイジュンカンキカナイカイイン 中津市山国町守実322番地

0979-62-2126

酒井病院

サカイビョウイン

中津市中央町1丁目1番43号

0979-22-0192

里見医院

サトミイイン

中津市中央町1丁目8番36号

0979-24-1251

シ 小路内科医院
ス
タ

ナ

ショウジナイカイイン

中津市大字上宮永2丁目74番地

0979-22-2360

末廣医院

スエヒロイイン

中津市沖代町1丁目7番1号

0979-23-6577

杉原内科消化器科クリニック

スギハラナイカショウカキカクリニック 中津市中央町2丁目501番地2

0979-26-0025

髙椋クリニック

タカムククリニック

中津市大字上宮永299番地の3

0979-22-5470

田中医院

タナカイイン

中津市大字植野107番地の1

0979-32-8567

中津胃腸病院

ナカツイチョウビョウイン

中津市大字永添510番地

0979-24-1632

中津市医師会総合健診ｾﾝﾀｰ

ナカツシイシカイソウゴウケンシンセンンター

中津市大字永添字小森2110-8

0979-23-6540

中津市国民健康保険

槻木診療所

ツキノキシンリョウショ

中津市山国町槻木1075番地

0979-64-2024

中津市国民健康保険

津民診療所

ツタミシンリョウショ

中津市耶馬渓町大字大野950番地2

0979-54-2035

ノ 農業協同組合立 下郷診療所

シモゴウシンリョウショ

中津市耶馬渓町樋山路字中島15-5

0979-56-2361

ヒ 久持医院

ヒサモチイイン

中津市丸山町46

0979-22-7358

フ ふるかわメディカルクリニック

フルカワメディカルクリニック

中津市豊田町6番地の4

0979-24-4160

マ まつざきクリニック

マツザキクリニック

中津市三光臼木1218番地

0979-43-5784

ミ 水谷クリニック

ミズタニクリニック

中津市山国町守実80番地の1

0979-62-2336

ム 村上記念病院

ムラカミキネンビョウイン

中津市諸町1799番地

0979-23-3333

ワ 和田胃腸科内科クリニック

ワダイチョウカナイカクリニック 中津市牛神1丁目14番地4

0979-23-6565

ア 医療法人秋芳会 秋吉病院

アキヨウシビョウイン

日田市豆田町5番20号

0973-23-0808

イノウエカクセンドウ

日田市大鶴本町841-1

0973-28-2202

イノウエナイカ

日田市田島本町9-1

0973-22-4700

イワオビョウイン

日田市淡窓2丁目4番29号

0973-22-6161

オ 医療法人悠然会 大河原病院

オオカワラビョウイン

日田市隈2丁目3-11

0973-22-3131

カ 医療法人春陽会 河津内科呼吸器科

カワヅナイカコキュウキカ

日田市石井町2丁目592-6

0973-23-8123

ケ 医療法人鶴林会 桂林病院

ケイリンビョウイン

日田市城町1丁目2番61号

0973-22-1231

ゴタンダビョウイン

日田市大字竹田395番地の1

0973-23-8386

コダマイイン

日田市三本松2丁目7番4号

0973-24-6572

シロタニビョウイン

日田市元町16番22号

0973-23-6115

セイリョウイワサトビョウイン

日田市大字高瀬16番地の18

0973-22-1600

セイリョウカゲツクリニック

日田市大字三和931番地の6

0973-27-5050

ゼゼイイン

日田市本町8番32号

0973-22-3292

ニイゼキナイカイイン

井上鶴川堂
イ 井上内科
医療法人鶴陽会

コ

岩尾病院

五反田病院

医療法人 児玉医院
日 シ 医療法人至誠会 城谷病院
田
聖陵岩里病院
市
セ 聖陵花月クリニック
医療法人恒心会

膳所医院

ニ 新関内科医院
ヒ
フ
ワ

日田市田島2丁目4番9号

0973-24-3355

社団法人日田市医師会立日田検診センター ヒタシイシカイリツヒタケンシンセンター

日田市清水町803－1

0973-22-3600

日田中央病院

ヒタチュウオウビョウイン

日田市淡窓2丁目5番17号

0973-23-3181

福田医院

フクダイイン

日田市清岸寺町1150-1

0973-22-1648

フクダナイカクリニック

日田市大字高瀬1228番地1

0973-25-5188

ワカミヤビョウイン

日田市南元町6番41号

0973-22-7171

ワタナベイイン

日田市大山町西大山3447番地の4

0973-52-2017

アキヤマイイン

佐伯市向島2丁目19番21号

0972-23-3177

イケダイイン

佐伯市上岡木戸ノ瀬1258番地1

0972-25-1177

イシダゲカイイン

佐伯市葛港3817番地1

0972-22-0048

福田内科クリニック
医療法人秋水堂

若宮病院

医療法人寿隆々会

渡辺医院

ア 秋山医院
池田医院
イ 石田外科医院
佐
伯
市

電話番号

ワ 渡部内科循環器科クリニック

カ

中
津
市

所在地

伊藤循環器内科クリニック
オ
カ

大分県勤労者医療生活協同組合

イトウジュンカンキナイカクリニック 佐伯市長島町4丁目1番7号

佐伯診療所 サイキシンリョウショ

0972-25-1700

佐伯市中の島1丁目14番21号

0972-23-2212

岡本医院

オカモトイイン

佐伯市蒲江大字蒲江浦2153番地

0972-42-0015

片岡医院

カタオカイイン

佐伯市長谷7728番地１

0972-24-1139

からしま医院

カラシマイイン

佐伯市弥生大字上小倉1215番地

0972-46-0312

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名

カナ
クリニックサイキノタイヨウ

佐伯市駅前1丁目1番11号

0972-20-4088

ケ 彦陽クリニック

ゲンヨウクリニック

佐伯市大字戸穴362番地1

0972-27-5088

こうへいクリニック

コウヘイクリニック

佐伯市大字池田字四畝田1980番地

0972-20-3337

近藤医院

コンドウイイン

佐伯市弥生大字江良1052番地3

0972-46-0038

サイキシイシカイケンシンセンター 佐伯市鶴谷町1丁目7番28号

0972-20-5452

佐伯市国民健康保険

因尾診療所

インビシンリョウショ

佐伯市本匠大字堂の間295番地1

0972-57-6556

佐伯市国民健康保険

大島診療所

オオシマシンリョウショ

佐伯市鶴見大字大島717番地5

0972-34-8056

佐伯市国民健康保険

大入島診療所

オオニュウジマシンリョウショ

佐伯市大字久保浦1059-19

0972-24-2363

佐伯市国民健康保険

丹賀診療所

タンガシンリョウショ

佐伯市鶴見大字丹賀浦129番地1

0972-34-8334

佐伯市国民健康保険

鶴見診療所

ツルミシンリョウショ

佐伯市鶴見大字沖松浦20番地

0972-33-1161

一般社団法人佐伯市医師会

サ

佐伯市医師会健診センター

佐伯市国民健康保険

シ

名護屋出張診療所 ナゴヤシュッチョウシンリョウショ 佐伯市蒲江大字丸市尾浦601番地1

西野浦診療所

ニシノウラシンリョウショ

佐伯市蒲江大字西野浦2の1219番地3

0972-43-3252

佐伯市国民健康保険

米水津診療所

ヨノウヅシンリョウショ

佐伯市米水津大字浦代浦1239番地2

0972-35-6820

佐伯中央病院

サイキチュウオウビョウイン

佐伯市常盤東町6番30号

0972-22-8846

塩月内科小児科医院

シオツキナイカショウニカイイン 佐伯市7238番地1

0972-20-0070

志村内科・胃腸科

シムラナイカ・イチョウカ

佐伯市中の島3丁目2番2号

0972-25-1211

城東医院

ジョウトウイイン

佐伯市中村東町8番12

0972-22-0140

神宮医院

ジングウイイン

佐伯市宇目大字小野市新徳寺2884番地3 0972-54-3014

スギタニシンリョウショ

佐伯市西谷町5番24号

0972-22-4800

ソネビョウイン

佐伯市長島町2丁目18番24号

0972-23-8877

タブチナイカ

佐伯市中村東町2番22号

0972-22-1203

津井診療所 大内クリニック

ツイシンリョウショ オオウチクリニック

佐伯市上浦大字津井浦字中小路1460-8

0972-32-2179

つつみ泌尿器科医院

ツツミヒニョウキカイイン

佐伯市城下西町1番12号

0972-20-3232

トマチダイゲカビョウイン

佐伯市長島町3丁目13番12号

0972-22-7500

佐伯市直川大字上直見562番地1

0972-58-3100

タ 田渕内科
ツ

ト 渡町台外科病院
医療法人長門莫記念会

直川クリニック ナオカワクリニック

中浦循環器クリニック

ナカウラジュンカンキクリニック 佐伯市向島2丁目21番13号

ナ 医療法人長門莫記念会 長門記念病院 ナガトキネンビョウイン

0972-24-3000

ナガトザイタクリハビリテーションクリニック

佐伯市鶴岡町1丁目1954-1

0972-24-1001

ナンカイイリョウセンター

佐伯市常盤西町11番20号

0972-22-0547

ニシダビョウイン

佐伯市鶴岡西町2丁目266番地

0972-22-0180

花井医院

ハナイイイン

佐伯市蒲江大字畑野浦224番地

0972-45-0027

馬場内科クリニック

ババナイカクリニック

佐伯市長島町2丁目133番2

0972-20-3344

東内科医院

ヒガシナイカイイン

佐伯市中村東町6番11号

0972-22-2916

ひなた女性クリニック

ヒナタジョセイクリニック

佐伯市西谷町1番27号

0972-20-3322

水沼医院

ミズヌマイイン

佐伯市駅前2丁目4番9号

0972-23-0123

ミタライクリニック

佐伯市蒲江大字蒲江浦2494番地1

0972-42-0735

御手洗病院

ミタライビョウイン

佐伯市蒲江大字蒲江浦2215番地9

0972-42-0003

岩田医院

イワタイイン

臼杵市野津町大字野津市156

0974-32-2017

岩田リハビリクリニック

イワタリハビリクリニック

臼杵市野津町大字亀甲752番地

0974-32-2246

臼杵市医師会立市民健康管理ｾﾝﾀｰ

ウスキシイシカイリツシミンケンコウカンリセンター

臼杵市大字戸室1140-1

0972-62-2526

臼杵内科リハビリテーション医院

ウスキナイカリハビリテーションイイン

臼杵市大字市浜694番地の1

0972-62-3136

ウスキメディカルクリニック

臼杵市大字臼杵字洲崎72番地32

0972-63-3666

臼杵病院

ウスキビョウイン

臼杵市大字江無田1154番地1

0972-83-8118

臼杵わかばクリニック

ウスキワカバクリニック

臼杵市大字江無田字樋ノ内323-1

0972-62-3838

長門在宅リハビリテーションクリニック

独立行政法人地域医療機能推進機構

南海医療センター

ニ 西田病院

ヒ

ミ ミタライクリニック

イ

0972-23-2238

佐伯市鶴岡町1丁目11番59号

医療法人長門莫記念会

ハ

0972-44-0212

佐伯市国民健康保険

佐
伯 ス 杉谷診療所
市
ソ 曽根病院

ウ うすきメディカルクリニック

コ 児玉循環器科・内科医院

津
久
見
市

電話番号

ク クリニック佐伯の太陽

コ

臼
杵
市

所在地

コダマジュンカンキ・ナイカイイン 臼杵市大字市浜866番地の4

0972-63-2100
0972-63-7830

シ 白川病院

シラカワビョウイン

ハ 浜田消化器科内科医院

ハマダショウカキカナイカイイン 臼杵市大字福良452番地

臼杵市大字末広字柳谷938番地の3

0972-63-5855

フ 藤野循環器科内科医院

フジノジュンカンキナイカイイン 臼杵市大字二王座34番地

0972-62-3055

ヨ 吉田医院

ヨシダイイン

臼杵市大字掻懐1468番地の1

0972-65-3342

ア 秋岡医院

アキオカイイン

津久見市徳浦本町7番3号

0972-82-2617

イ 池邉整形外科

イケベセイケイゲカ

津久見市大字津久見浦字福3825番地72

0972-82-3588

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名
大石医院
オ 小田クリニック

津
久
見
市

カナ

所在地

電話番号

オオイシイイン

津久見市上宮本町22番14号

0972-82-2014

オダクリニック

津久見市港町9番3号

0972-82-0280

小宅医院

オヤケイイン

津久見市港町10番24号

0972-82-2015

カ 金田医院

カネダイイン

津久見市高洲町19-10

0972-82-2881

小手川内科クリニック

コテガワナイカクリニック

津久見市大字網代字西の下95-19

0972-84-9221

後藤医院

ゴトウイイン

津久見市中央町30-23

0972-82-3200

コ

つくみクリニック

ツクミクリニック

津久見市宮本町2番23号

0972-85-0055

ツクミシイシカイシミンケンコウカンリセンター

津久見市大字千怒6015番地

0972-85-1151

ツクミシホトジマシンリョウショ

津久見市大字保戸島880番地の1

0972-87-2320

ヒ 姫野胃腸科クリニック

ヒメノイチョウカクリニック

津久見市大字千怒6045番地5

0972-85-0369

フ 深江医院

フカエイイン

津久見市宮本町9-19

0972-82-2348

イ 伊藤医院

イトウイイン

竹田市直入町大字長湯7985番地5

0974-75-2222

オ 大久保病院

オオクボビョウイン

竹田市久住町大字栢木6026番地2

0974-64-7777

加藤病院

カトウビョウイン

竹田市大字竹田1855

0974-63-2338

加藤内科医院

カトウナイカイイン

竹田市大字竹田2078番地2

0974-63-2006

クジュウカトウイイン

竹田市久住町大字久住6268番地

0974-76-0008

クドウジュンカンキカ・ナイカ

竹田市玉来867番地

0974-63-2304

サトウイイン

竹田市荻町馬場431番地

0974-68-2005

シガナイカ

竹田市大字竹田1888番地1

0974-63-2083

ツ 津久見市医師会市民健康管理センター
津久見市保戸島診療所

カ

久住加藤医院
ク
竹
くどう循環器科・内科
田
サ
佐藤医院
市
シ 志賀内科
ト 道全内科

ドウゼンナイカ

竹田市大字玉来623-7

0974-63-2270

ハ 秦医院

ハタイイン

竹田市大字竹田755番地

0974-63-2246

ミ みはら整形外科クリニック

ミハラセイケイゲカクリニック

竹田市大字会々1257番地

0974-62-3850

ユ 柚須医院

ユスイイン

竹田市大字竹田1810番地1

0974-63-2016

ク くれさき循環器クリニック

クレサキジュンカンキクリニック 豊後高田市呉崎1592

0978-23-1143

ゲンゲンドウタカダビョウイン

豊後高田市界378番地2

0978-22-1134

タカダチュウオウビョウイン

豊後高田市新地1176番地1

0978-22-3745

豊
後 ケ 玄々堂高田病院
高 タ 高田中央病院
田
ナ ながまつ内科・小児科クリニック
市
ミ みずのえ呼吸器内科クリニック

ナガマツナイカ・ショウニカクリニック 豊後高田市玉津110番地1

0978-22-0022

ミズノエコキュウキナイカクリニック 豊後高田市界字荒田379番地9

0978-23-1159

エ 衛藤外科

エトウゲカ

杵築市大字大内字塩浜7695番地1

0978-63-6977

オ 大分県厚生連 しおはま診療所

シオハマシンリョウショ

杵築市大字大内字塩浜7703番地の4

0978-66-1220

ヤマガビョウイン

杵築市山香町大字野原1612番地の1

0977-75-1234

キツキチュウオウビョウイン

杵築市大字杵築120番地

0978-62-3080

トモオカイイン

杵築市山香町大字立石1254-2

0977-76-2310

ハ はやみクリニック

ハヤミクリニック

杵築市山香町大字内河野3067番地

0977-75-1255

ワ 渡辺内科医院

ワタナベナイカイイン

杵築市大字杵築691番地１

0978-62-2104

ア 安心院中央医院

アジムチュウオウビョウイン

宇佐市安心院町下毛2109番地の5

0978-44-1110

イシバシノサトクリニック

宇佐市院内町櫛野字塔ノ元167番の1

0978-42-6071

院内中央医院

インナイチュウオウイイン

宇佐市院内町大副字下原483番1

0978-42-5251

植山循環器科内科クリニック

ウエヤマジュンカンキナイカクリニック

宇佐市大字四日市76番地

0978-32-0838

ウサイチョウビョウイン

宇佐市大字江須賀4092番地の1

0978-38-1618

ウサタカダチイキセイジンビョウケンシンセンター

宇佐市大字南宇佐635番地

0978-37-2451

杵 キ 杵築市立 山香病院
築
杵築中央病院
市
ト 友岡医院

イ

いしばしの里クリニック

医療法人中庸会

宇佐胃腸病院

ウ 宇佐高田地域成人病検診センター
宇佐中央内科病院

ウサチュウオウナイカビョウイン 宇佐市大字江須賀4046番地1

0978-38-5200

ウサリハビリシンリョウショ

宇佐市大字山本1658番地

0978-33-5527

オノナイカビョウイン

宇佐市大字南敷田705-1

0978-33-2180

カクナイカイイン

宇佐市大字北宇佐字前田1621番地の1

0978-37-1114

クボタクリニック

宇佐市大字上田81番地の1

0978-34-0030

クワオビョウイン

宇佐市大字四日市118番地

0978-32-1331

サ 佐藤第一病院

サトウダイイチビョウイン

宇佐市大字法鏡寺77-1

0978-32-2110

宇
宇佐リハビリ診療所
佐
オ
小野内科病院
市
カ 賀来内科医院
ク

くぼたクリニック
医療法人興仁会

桑尾病院

ト 時枝内科医院

トキエダナイカイイン

宇佐市大字葛原777-1

0978-32-3200

ナ 内科 原澤医院

ナイカハラサワイイン

宇佐市下高家1124番地の1

0978-32-3222

フ 古荘医院

フルショウイイン

宇佐市安心院町下毛2064-11

0978-44-0015

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名

カナ

ミ 宮原医院
宇 ム 宗像医院
佐
村上医院
市
レ レディースクリニック松本醫院
ワ 医療法人信和会 和田病院

電話番号

ミヤハライイン

宇佐市大字四日市1486の6

0978-33-2750

ムナカタイイン

宇佐市大字下時枝549

0978-32-0281

ムラカミイイン

宇佐市安心院町木裳237番地

0978-44-0558

レディースクリニックマツモトイイン 宇佐市貴船町1丁目32番地

0978-38-7171

ワダビョウイン

宇佐市大字出光165番地の1

0978-37-2500

あさじ町クリニック

アサジマチクリニック

豊後大野市朝地町朝地906番地7

0974-64-1234

麻生医院

アソウイイ

豊後大野市緒方町下自在168-1

0974-42-2023

イ いぬかい児玉医院

イヌカイコダマイイン

豊後大野市犬飼町田原字津留1105-1-1

097-578-5015

ウ 宇野医院

ウノイイン

豊後大野市犬飼町犬飼80-2

097-578-1117

岡本医院 おかもと糖尿病・内分泌クリニック

オカモトイインオカモトトウニョウビョウ・ナイブンピツクリニック

豊後大野市犬飼町犬飼11

097-578-0210

おぐり胃腸・肛門科

オグリイチョウ・コウモンカ

豊後大野市三重町赤嶺1164番地11

0974-22-6222

キガンカイミエビョウイン

豊後大野市三重町赤嶺1250番地1

0974-22-2222

キヨカワシンリョウショ

豊後大野市清川町砂田1877番地の3

0974-35-3561

児玉医院

コダマイイン

豊後大野市大野町田中270の1番地

0974-34-2215

ごとう消化器科・内科クリニック

ゴトウショウカキカ・ナイカクリニック 豊後大野市三重町赤嶺1670番地

0974-24-0070

天心堂おおの診療所

テンシンドウオオノシンリョウショ 豊後大野市大野町田中横枕2番9

0974-34-3331

ニコニコ診療所

ア

オ
キ
豊
後 コ
大
野
テ
市
ニ

帰巖会

みえ病院

清川診療所

ニコニコシンリョウショ

豊後大野市三重町小坂4169-1

0974-22-7776

ハ 土生医院

ハブイイン

豊後大野市三重町市場598-1

0974-22-0444

ヒ 広瀬医院

ヒロセイイン

豊後大野市千歳町新殿781番地1

0974-37-2022

フクシマビョウイン

豊後大野市三重町市場231

0974-22-3321

フジシマナイカ

豊後大野市三重町市場127番地

0974-22-0114

豊後大野市民病院

ブンゴオオノシミンビョウイン

豊後大野市緒方町馬場276番地

0974-42-3121

三重東クリニック

ミエヒガシクリニック

豊後大野市三重町小坂字柳井瀬4109番地の61 0974-22-6333

みえ記念病院

ミエキネンビョウイン

豊後大野市三重町内田984-2

0974-22-7280

秋吉医院

アキヨシイイン

由布市湯布院町下湯平90-2

0977-86-2241

足立クリニック

福島病院
フ ふじしま内科

ミ
ア

アダチクリニック

由布市湯布院町川上2922の1

0977-28-2226

イ 岩男病院

イワオビョウイン

由布市湯布院町川上3059番地1

0977-84-3101

オ おざきホームケアクリニック

オザキホームケアクリニック

由布市庄内町庄内原828番地1

097-582-0013

カ 川崎内科

カワサキナイカ

由布市挾間町古野263番地の1

097-583-5211

コ ごとう医院

ゴトウイイン

由布市挾間町向原350

097-540-7800

佐藤医院
サ
由
さとう消化器・大腸肛門クリニック
布
シ
庄内診療所
市
ナ 何松内科循環器科

サトウイイン

由布市庄内町大龍2164番地1

097-582-3131

サトウショウカキ・ダイチョウコウモンクリニック

由布市挾間町北方19番地1

097-583-8050

ショウナイシンリョウショ

由布市庄内町柿原280番地の1

097-582-3600

ナニマツナカジュンカンキカ

由布市挾間町北方757番地3

097-583-1131

日野病院

ヒノビョウイン

由布市湯布院町川南280番地

0977-84-2181

ひろたクリニック

ヒロタクリニック

由布市挾間町大字北方字下角53番地 ゆめﾀｳﾝはさまｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2階

097-583-5777

ミ 南由布クリニック

ミナミユフクリニック

由布市湯布院町川北1112番地44

0977-85-5245

ミ 宮崎医院

ミヤザキイイン

由布市庄内町大龍2357番地1

097-582-0345

ユズノキクリニック

由布市湯布院町川上2713-2

0977-85-4625

ユフインビョウイン

由布市湯布院町川南252番地

0977-84-3171

アオゾラビョウイン

国東市国東町小原2650番地

0978-72-0455

アサクラナイカイイン

国東市安岐町中園400番地

0978-67-2012

あさひクリニック

アサヒクリニック

国東市国東町綱井432-7

0978-72-0365

国東市民病院

クニサキシミンビョウイン

国東市安岐町下原1456番地

0978-67-1211

クニサキチュウオウ

国東市国東町北江3245-4

0978-73-2200

ヒ

ユ

ゆずの木クリニック
独立行政法人地域医療機能推進機構

あおぞら病院
ア 朝倉内科医院

国
東
市

所在地

ク 国東中央クリニック
国見病院

湯布院病院

クニミビョウイン

国東市国見町伊美1968番地

0978-82-1251

サ 定村内科医院

サダムラナイカイイン

国東市安岐町塩屋114番地1

0978-67-2127

ス 末綱クリニック

スエツナクリニック

国東市国東町田深字中町665番地4

0978-72-0433

ト 富来Ｋ．クリニック

トミクケイ・クリニック

国東市国東町富来浦1788番地1

0978-73-3010

ハ はるかぜ醫院

ハルカゼイイン

国東市国東町富来浦1788番地2

0978-89-9414

フ 福永胃腸科外科医院

フクナガイイチョウカゲカイイン 国東市国東町鶴川106番地

0978-72-3001

２０１９年度 大分県後期高齢者医療広域連合健康診査実施機関一覧表
実施機関名
ホ 堀田医院
国 マ 松木医院
東
松原医院
市
ム むさし整形外科医院
メ メープル尽クリニック

電話番号

ホリタイイン

国東市国見町伊美2641番地1

0978-82-0490

マツキイイン

国東市国東町岩屋430番地

0978-72-0345

マツバライイン

国東市武蔵町古市112番地1

0978-68-0010

ムサシセイケイゲカイイン

国東市武蔵町古市148番地

0978-69-0171

メープルジンクリニック

国東市安岐町下原土林381番1

0978-67-2800

東国東郡姫島村1560番地の1

0978-87-3221

オカダナイカクリニック

速見郡日出町3902番地2

0977-28-0101

コウマツジュンカンキカナイカクリニック

速見郡日出町3852番地6

0977-73-0077

サンライズサカイビョウイン

速見郡日出町3156番地1

0977-72-2266

スズキビョウイン

速見郡日出町3904番6

0977-73-2131

ヒジコダマビョウイン

速見郡日出町大字川崎837番地の1

0977-72-2724

ヒジチュウオウイイン

速見郡日出町3470-8

0977-72-2534

ト 友成医院

トモナリイイン

玖珠郡九重町大字町田555-1

0973-78-8811

ヤ 医療法人豊山会 矢原医院

ヤハライイン

玖珠郡九重町大字右田1028の11番地

0973-7７-6121

ア 麻生消化器科内科

アソウショウカキカナイカ

玖珠郡玖珠町大字山田2289-1

0973-72-7100

ク 医療法人順榮会 玖珠記念病院

クスキネンビョウイン

玖珠郡玖珠町大字塚脇633番地の2

0973-72-1127

コ 小中病院

コナカビョウイン

玖珠郡玖珠町大字塚脇123番地

0973-72-2167

タ 高田病院

タカダビョウイン

玖珠郡玖珠町大字帆足259

0973-72-2135

チ 長内科小児科胃腸科医院

チョウナイカショウニカイチョウカイイン

玖珠郡玖珠町帆足232-8

0973-72-2143

オ 岡田内科クリニック
コ こうまつ循環器科内科クリニック
日 サ サンライズ酒井病院
出
町 ス 鈴木病院
日出児玉病院
ヒ
日出中央医院

玖
珠
町

所在地

ヒメシマムラコクミンケンコウホケンシンリョウショ

姫島 ヒ 姫島村国民健康保険診療所

九重

カナ

