
広島市立舟入市民病院　開放病床登録医リスト

　医療機関名 登録医師名 診療科目 郵便番号 住　　　所 電話

1 医療法人社団　天野医院 天野　雅夫 内科・精神科 730-0005 広島市中区西白島町7-31 082-221-0121

2
医療法人社団あいあい会
石岡内科クリニック

石岡　伸一
内科・アレルギー科
リウマチ科

730-0031
広島市中区紙屋町2-2-6
紙屋町イワミビル5F

082-240-7755

3 医療法人社団　石田内科 石田　実 内科・消化器科 733-0815 広島市西区己斐上2-11-3 082-272-2121

4 医療法人社団　斎整形外科 斎　謙
整形外科・リハビリテーション科
リウマチ科

733-0812 広島市西区己斐本町1-5-5 082-271-7770

5 医療法人社団　稲垣内科 森田　直樹
内科・呼吸器内科
消化器内科・循環器内科
糖尿病、内分泌内科

733-0033 広島市西区観音本町1-22-26 082-292-3506

6
医療法人社団晴風会
井上内科・胃腸科

井上　寛己 内科・消化器科 733-0036 広島市西区観音新町2-3-9 082-293-3215

8 うさがわクリニック 宇佐川　智久
内科・呼吸器科・消化器科
リハビリテーション科
放射線科

730-0016
広島市中区幟町14-16
第二宇佐川ビル２Ｆ

082-224-0388

9
医療法人
榎木内科・循環器科医院

榎木　俊彦
内科・呼吸器科・消化器科
循環器科・アレルギー科
リハビリテーション科

730-0835 広島市中区江波南1-39-9 082-291-8101

10 医療法人三和会　おおうち病院 日域　大陸

内科・循環器内科
消化器内科・内視鏡内科
外科・肛門外科
リハビリテーション科

730-0051 広島市中区大手町3-7-11 082-243-0001

11 岡田外科医院 岡田　毅
外科・整形外科
リハビリテーション科
内科・消化器内科・皮膚科

732-0819 広島市南区段原山崎2-9-22 082-281-2802

12 小川内科 小川　潤一郎
内科・呼吸器科
消化器科・循環器科

730-0831 広島市中区江波西2-33-20 082-234-3203

13 おやまクリニックリウマチ科・内科 小山　徹 内科・呼吸器科・リウマチ科 730-0001 広島市中区白島北町10-10 082-511-3535

14 医療法人　和平会　折口医院
髙橋　浩一
岡田　美香

内科・呼吸器内科
緩和ケア内科

730-0822 広島市中区吉島東1-4-16 082-241-6836

16 かわごえ循環器内科 河越　卓司 循環器科・内科 730-0014
広島市中区上幟町3-11
上幟町ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ1F

082-222-7776

18 医療法人　己斐杉本クリニック 杉本　涼二
内科・消化器科
外科・皮膚科
リハビリテーション科

733-0812 広島市西区己斐本町1-25-6 082-271-5557

19 河面内科医院 河面　智之 内科・糖尿病代謝内科 730-0043 広島市中区富士見町5-6 082-249-5456

20
医療法人優喜会
耳鼻咽喉科佐藤クリニック

佐藤　修治
耳鼻咽喉科・気管食道科
アレルギー科

732-0062
広島市東区牛田早稲田1-3-26
佐々木ﾋﾞﾙ2Ｆ

082-211-1433

21 東雲クリニック 竹岡　秀生
内科・呼吸器科
消化器科・循環器科
肛門科

734-0021 広島市南区上東雲町30-20 082-281-8641

22 医療法人青葉会　しらたきクリニック 白瀧　正昇
内科・呼吸器科・消化器科
循環器科

731-5116 広島市佐伯区八幡2-6-16 082-926-4811

23 医療法人社団　鈴峰今中医院 河村　りゅう 内科・小児科・婦人科・産科 733-0842 広島市西区井口4-2-31 082-277-1223

24 医療法人　住田医院 清永　ときよ
小児科・内科・アレルギー科
皮膚科

730-0051 広島市中区大手町5-6-23 082-241-3735

25 医療法人　高杉クリニック 高杉　純好
消化器科・外科・整形外科
肛門科

732-0822 広島市南区松原町3-1-206 082-261-3556

（医療機関五十音順・敬称略）
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27 高山内科クリニック 髙山　定松 内科 730-0822 広島市中区吉島東1-23-10-5 082-545-5858

28 どんぐり小児科 山本　恵 小児科・内科・アレルギー科 733-0035 広島市西区南観音2-7-21-1F 082-297-5656

29 医療法人登静会　中村内科医院
中村　充宏
中村　真也

内科・消化器内科
糖尿病内科・呼吸器内科

731-5114
広島市佐伯区美鈴が丘西
1-1-1

082-928-2864

30 中村内科小児科医院 中村　良彦 内科・小児科 730-0847 広島市中区舟入南3-13-7 082-231-5500

32 新田小児科
新田　康郎
新田　哲也

内科・小児科 733-0011 広島市西区横川町3-9-14 082-231-7901

33 医療法人　野島内科医院
野島　秀樹
野島　達也
湯川　博美

内科・消化器科
呼吸器内科・循環器内科
腎臓内科・糖尿病内科
脂質代謝内科・内分泌内科

734-0023 広島市南区東雲本町1-12-3 082-282-5517

35 医療法人　蜂須賀整形外科
蜂須賀　晋
蜂須賀　彬夫

整形外科・リハビリテーション科
リウマチ科

733-0812 広島市西区己斐本町2-12-27 082-272-3300

37 内科（糖尿病）久安医院 大久保　雅通 内科・糖尿病内科 733-0033 広島市西区観音本町2-7-23 082-291-6645

38 医療法人千寿会　平林内科医院 平林　一郎
内科・消化器科・循環器科
小児科・放射線科

733-0035 広島市西区南観音6-1-6 082-293-2700

39 医療法人社団　藤田医院 藤田　幹雄
内科・呼吸器科・消化器科
循環器科・小児科
呼吸器内科

730-0833 広島市中区江波本町5-18 082-231-1661

40 古江クリニック 古江　俊昭

内科・小児科・外科
整形外科・皮膚科
リハビリテーション科
アレルギー科・呼吸器内科
消化器内科・循環器内科

732-0003 広島市東区戸坂中町3-12 082-229-0331

41 細川・内藤医院
内藤　正志
内藤　幸子

内科・小児科・皮膚科 730-0832 広島市中区江波東1-13-28 082-291-1111

42 松阪内科医院 松阪　茂
内科・消化器内科
循環器内科・放射線科
アレルギー科・呼吸器内科

733-0812
広島市西区己斐本町3-5-7
ｴｽﾃｰﾄ己斐本町ﾋﾞﾙ2Ｆ

082-272-5100

43 松野クリニック 松野　清
内科・呼吸器科・消化器科
循環器科・外科・肛門科

732-0023 広島市東区中山東2-2-33 082-508-4488

44 三浦内科医院 三浦　功博 内科・小児科 730-0052 広島市中区千田町2-9-21 082-241-6777

45 むらき小児科 村木　幸太郎 小児科 733-0821 広島市西区庚午北2-22-4 082-527-0215

46 もりお内科 盛生　宏一
内科・消化器科・循環器科
放射線科・理学診療科

730-0845 広島市中区舟入川口町6-8 082-234-2525

47 山肩内科クリニック 山肩　俊晴 内科・消化器科 732-0827 広島市南区稲荷町4-9 082-261-6687

48 医療法人社団　山下内科医院 山下　誠司
内科・放射線科・呼吸器内科
消化器内科・循環器内科

730-0846 広島市中区西川口町12-7 082-231-5501

50 山本内科循環器科 山本　正治
内科・呼吸器科・消化器科
循環器科

733-0871 広島市西区高須１-5-23 082-274-4050

51 医療法人　横山内科医院 横山　行男 内科・消化器科 732-0805 広島市南区東荒神町3-35 082-263-1171

52 わかばクリニック 佐々木　茂
内科・呼吸器科・消化器科
循環器科・心療内科
アレルギー科

733-0812 広島市西区己斐本町1-9-20 082-275-2600
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