
都道府県名 施設名 所在地 電話番号

岡山県 いのくち内科クリニック 岡山市北区大安寺東町23-15 086-253-8000
岡山県 岡山県健康づくり財団附属診療所 岡山市北区平田408-1 086-246-6256
岡山県 岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町2-25 086-252-2211

岡山県
岡山市久米南町組合立
国民健康保険福渡病院

岡山市北区建部町福渡1000 0867-22-0525

岡山県 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 086-737-3000
岡山県 岡山大学病院 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151
岡山県 岡山中央診療所健康管理センター 岡山市北区柳町1-13-7 086-233-2222
岡山県 梶木病院 岡山市北区西花尻1231-1 086-293-3355
岡山県 川口メディカルクリニック 岡山市北区大供2-2-16 086-222-0820
岡山県 川崎医科大学附属川崎病院 岡山市北区中山下2-1-80 086-225-2111
岡山県 川村医院 岡山市北区奥田2-8-3 086-223-6322
岡山県 木本内科医院 岡山市北区大供表町3-12-101 086-231-2688
岡山県 光生病院 岡山市北区厚生町3-8-35 086-222-6806
岡山県 小林内科診療所 岡山市北区青江5-1-3 086-226-5022
岡山県 しまばら内科消化器科クリニック 岡山市北区平野1011-6 086-292-2555
岡山県 総合病院岡山赤十字病院 岡山市北区青江2-1-1 086-222-8811
岡山県 辻医院 岡山市北区野田3-18-53 086-805-1118

岡山県
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター

岡山市北区田益1711-1 086-294-9911

岡山県 内藤医院 岡山市北区野田屋町2-5-24 086-223-9761
岡山県 西川クリニック 岡山市北区錦町3-14 086-221-3000
岡山県 庭瀬ファミリークリニック 岡山市北区平野847-6 086-903-4114
岡山県 野崎医院 岡山市北区庭瀬214-4 086-292-0101
岡山県 はだ医院 岡山市北区大元上町12－10 086-242-5151
岡山県 沖医院 岡山市中区平井5-6-19 086-277-8525
岡山県 旭竜クリニック 岡山市中区中島70-1 086-275-6768
岡山県 総合病院岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町8-10 086-272-2121
岡山県 高屋クリニック 岡山市中区高屋65 086-271-0055
岡山県 てらだ内科クリニック 岡山市中区円山1018-3 086-277-0005
岡山県 戸川医院 岡山市中区高島新屋敷237-3 086-275-0705
岡山県 岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山市東区瀬戸町沖343 086-952-1166
岡山県 岡山西大寺病院 岡山市東区西大寺中野本町8-41 086-943-2211
岡山県 岡村一心堂病院 岡山市東区西大寺南2-1-7 086-942-9900
岡山県 西大寺中央病院 岡山市東区松新町25-5 086-943-9211
岡山県 長島病院 岡山市東区瀬戸町瀬戸40-1 086-952-1355
岡山県 藤田病院 岡山市東区西大寺上3-8-63 086-943-6555
岡山県 かとう内科並木通り診療所 岡山市南区並木町2-27-5 086-264-8855
岡山県 光南台クリニック 岡山市南区北浦714 086-267-2055
岡山県 佐藤病院 岡山市南区築港栄町2-13 086-263-6622
岡山県 重井医学研究所附属病院 岡山市南区山田2117 086-282-5311
岡山県 セントラルシティ病院 岡山市南区築港栄町19-30 086-264-3111

岡山県
独立行政法人労働者健康福祉機構
岡山労災病院

岡山市南区築港緑町1-10-25 086-262-0131

岡山県 ながい内科クリニック 岡山市南区泉田5-10-32 086-246-3332
岡山県 ふじわら内科クリニック 岡山市南区福成1-167-1 086-250-8070
岡山県 前島外科内科医院 岡山市南区西市560-7 086-241-0032
岡山県 総合病院玉野市立玉野市民病院 玉野市宇野2-3-1 0863-31-2101
岡山県 玉野三井病院 玉野市玉3-2-1 0863-31-4187
岡山県 赤磐医師会病院 赤磐市下市187-1 0869-55-6688
岡山県 赤磐市国民健康保険熊山診療所 赤磐市松木621-4 0869-95-1251
岡山県 小坂内科医院 赤磐市山陽4-13-3 0869-55-3344
岡山県 草加病院 備前市西片上1122 0869-64-3811
岡山県 備前市国民健康保険市立備前病院 備前市伊部2245 0869-64-3385
岡山県 備前市国民健康保険市立日生病院 備前市日生町寒河2570-41 0869-72-1111
岡山県 備前市国民健康保険市立吉永病院 備前市吉永町吉永中563-4 0869-84-2120
岡山県 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 瀬戸内市邑久町山田庄845-1 0869-22-1234
岡山県 北川病院 和気郡和気町和気277 0869-93-1141
岡山県 いなだ医院 倉敷市玉島柏島920-106 086-525-0600
岡山県 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 086-462-1111
岡山県 倉敷ウエストサイドクリニック 倉敷市西阿知新田6 086-465-5118
岡山県 倉敷北病院 倉敷市宮前41-2 086-426-8711
岡山県 倉敷紀念病院 倉敷市中島831 086-465-0011
岡山県 倉敷シティ病院 倉敷市児島阿津2-7-53 086-472-7111
岡山県 倉敷市立児島市民病院 倉敷市児島駅前2-39 086-472-8111
岡山県 倉敷成人病センター 倉敷市白楽町250 086-422-2111
岡山県 倉敷第一病院 倉敷市老松町5-3-10 086-424-1000
岡山県 倉敷中央病院 倉敷市美和1-1-1 086-422-0210
岡山県 倉敷平成病院 倉敷市老松町4-3-38 086-427-1111
岡山県 倉敷リバーサイド病院 倉敷市鶴の浦2-6-11 086-448-1111
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岡山県 児島聖康病院 倉敷市児島下の町10-374 086-472-7557
岡山県 児島中央病院 倉敷市児島小川町3685 086-472-1611
岡山県 しげい病院 倉敷市幸町2-30 086-422-3655
岡山県 新倉敷胃腸肛門外科内科 倉敷市玉島1719 086-525-5001
岡山県 総合病院水島協同病院 倉敷市水島南春日町1-1 086-444-3211
岡山県 武田病院 倉敷市連島町西之浦352-1 086-446-4141
岡山県 玉島病院 倉敷市玉島乙島4030 086-522-4141
岡山県 尾上内科医院 倉敷市児島味野6-1-10 086-473-3356
岡山県 平本胃腸科外科クリニック 倉敷市真備町川辺1834-5 086-698-9811
岡山県 松田病院 倉敷市鶴形1-3-10 086-422-3550
岡山県 まび記念病院 倉敷市真備町川辺2000-1 086-698-2248
岡山県 水島中央病院 倉敷市水島青葉町4-5 086-444-3311
岡山県 やまもとクリニック 倉敷市児島元浜町783-5 086-473-5151
岡山県 よしの医院 倉敷市中庄715 086-462-5111
岡山県 わきや内科クリニック 倉敷市笹沖608-3 086-421-5547
岡山県 渡辺胃腸科外科病院 倉敷市玉島上成539-5 086-525-2552
岡山県 さかえ外科内科クリニック 総社市真壁212 0866-93-8800
岡山県 谷向内科 総社市井手1208-2 0866-94-8801
岡山県 三宅内科小児科医院 総社市井手919 0866-93-8511
岡山県 薬師寺慈恵病院 総社市総社1-17-25 0866-92-0146
岡山県 笠岡市立市民病院 笠岡市笠岡5628-1 0865-63-2191
岡山県 笠岡第一病院 笠岡市横島1945 0865-67-0211
岡山県 木野山医院 笠岡市西大島新田649 0865-67-0852
岡山県 渡辺クリニック 笠岡市中央町2-8 0865-62-2319
岡山県 井原市立井原市民病院 井原市井原町1186 0866-62-1133
岡山県 福嶋医院 浅口市寄島町3072 0865-54-3177
岡山県 矢掛町国民健康保険病院 小田郡矢掛町矢掛2695 0866-82-1326
岡山県 大杉病院 高梁市柿木町24 0866-22-5155
岡山県 高梁市国民健康保険成羽病院 高梁市成羽町下原301 0866-42-3111
岡山県 高梁中央病院 高梁市南町53 0866-22-3636
岡山県 上江洲医院 新見市石蟹60 0867-76-1835
岡山県 哲西町診療所 新見市哲西町矢田3604 0867-94-9224
岡山県 新見中央病院 新見市新見827-1 0867-72-2110
岡山県 渡辺病院 新見市高尾2278-1 0867-72-2123
岡山県 イケヤ医院 真庭市久世2926-3 0867-42-0122
岡山県 勝山病院 真庭市本郷1819 0867-44-3161
岡山県 金田病院 真庭市西原63 0867-52-1191
岡山県 総合病院落合病院 真庭市落合垂水251 0867-52-1133
岡山県 内科小児科本山医院 真庭市下方1226-1 0867-52-1551
岡山県 はら内科クリニック 真庭市久世2399-1 0867-45-7885
岡山県 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 真庭市下湯原56 0867-62-2221
岡山県 石川病院 津山市川崎554-5 0868-26-2188
岡山県 おおうみクリニック 津山市河辺933-3 0868-21-0033
岡山県 倭文診療所 津山市里公文1674-1 0868-57-3028
岡山県 勝北すこやかクリニック 津山市坂上221-1 0868-29-7701
岡山県 総合病院津山第一病院 津山市中島438 0868-28-2211
岡山県 津山中央病院 津山市川崎1756 0868-21-8111
岡山県 中島病院 津山市田町122 0868-22-8251
岡山県 中西クリニック 津山市東一宮43-13 0868-27-7200
岡山県 鏡野町国民健康保険病院 苫田郡鏡野町寺元365 0868-54-0011
岡山県 田尻病院 美作市明見550-1 0868-72-0380
岡山県 福井医院 美作市湯郷916 0868-72-1260
岡山県 さとう記念病院 勝田郡勝央町黒土45 0868-38-6688



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

広島県
医療法人社団 育仁会
川上消化器内科クリニック

広島市中区八丁堀4-24　広島あおば生
命ビル2F

082-211-2323

広島県 中国電力株式会社 中電病院 広島市中区大手町3-4-27 082-241-8221

広島県
国家公務員共済組合連合会
広島記念病院

広島市中区本川町1-4-3 082-292-1271

広島県
地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立広島市民病院

広島市中区基町7番33号 082-221-2291

広島県 広島赤十字・原爆病院 広島市中区千田町1-9-6 082-241-3111
広島県 医療法人あかね会　土谷総合病院 広島市中区中島町3-30 082-243-9191
広島県 広島逓信病院 広島市中区東白島町19-16 082-224-5355
広島県 医療法人 吉川医院 広島市安佐北区大林1-21-34 082-818-2501

広島県
地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立安佐市民病院

広島市安佐北区可部南二丁目1番1号 082-815-5211

広島県
社会福祉法人恩賜財団広島県済生会
済生会広島病院

安芸郡坂町北新地2丁目3番10号 082-884-2566

広島県 医療法人　舛田内科・消化器科 広島市佐伯区五日市中央5丁目8-17 082-943-5015
広島県 JR広島病院 広島市東区二葉の里三丁目1番36号 082-262-1171
広島県 県立広島病院 広島市南区宇品神田1-5-54 082-254-1818
広島県 国立大学法人 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 082-257-5555
広島県 マツダ株式会社 マツダ病院 安芸郡府中町青崎南2-15 082-565-5000
広島県 医療法人恒和会　松石病院 広島市安芸区船越南三丁目23-3 082-823-0003

広島県
医療法人社団うすい会
高陽ニュータウン病院

広島市安佐北区亀崎4丁目7-1 082-843-1211

広島県
広島県厚生農業協同組合連合会
廣島総合病院

廿日市市地御前1-3-3 0829-36-3111

広島県
独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター

東広島市西条町寺家513番地 082-423-2176

広島県 県立安芸津病院 東広島市安芸津町三津4388 0846-45-0055
広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター呉市青山町3番1号 0823-22-3111

広島県
独立行政法人　労働者健康安全機構
中国労災病院

呉市広多賀谷1-5-1 0823-72-7171

広島県 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院 呉市西中央2-3-28 0823-22-2111

広島県
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
広島県済生会
済生会呉病院

呉市三条2-1-13 0823-21-1601

広島県 総合病院　三原赤十字病院 三原市東町2-7-1 0848-64-8111

広島県
広島県厚生農業協同組合連合会
尾道総合病院

尾道市平原一丁目10番23号 0848-22-8111

広島県
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター

福山市沖野上町4-14-17 084-922-0001

広島県 福山市民病院 福山市蔵王町5-23-1 084-941-5151
広島県 医療法人社団 日本鋼管福山病院 福山市大門町津之下1844  084-945-3106
広島県 公立学校共済組合 中国中央病院 福山市御幸町大字上岩成148-13 084-970-2121
広島県 医療法人すこやか会　森近内科 福山市西深津町4-2-50 084-927-4858
広島県 医療法人社団慶正会 奥野内科医院 府中市府川町368-1 0847-46-3500
広島県 総合病院庄原赤十字病院 庄原市西本町2-7-10 0824-72-3111
広島県 市立三次中央病院 三次市東酒屋町字敦盛531番地 0824-65-0101

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月２２日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

山口県 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

山口県
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丁目３番８号 083-231-5811

山口県 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番１号 083-241-1199
山口県 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丁目１番１号 0827-34-1000
山口県 医療法人錦病院 岩国市錦見７丁目１５番７号 0827-41-0177

山口県
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番地１ 0820-22-3456

山口県 周防大島町立大島病院 大島郡周防大島町大字小松１４１５番地１ 0820-74-2580
山口県 光市立光総合病院 光市虹ヶ浜２丁目１０番１号 0833-72-1000

山口県
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番１号 0834-28-4411

山口県
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番２８号 0834-31-2350

山口県 周南市立新南陽市民病院 周南市宮の前２丁目３番１５号 0834-61-2500
山口県 社会医療法人同仁会周南記念病院 下松市生野屋南１丁目１０番１号 0833-45-3330
山口県 山口県立総合医療センター 防府市大字大崎７７番地 0835-22-4411
山口県 医療法人社団向陽会阿知須同仁病院 山口市阿知須４２４１番地４ 0836-65-5555

山口県
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番地３ 083-972-0333

山口県 山口県済生会山口総合病院 山口市緑町２番１１号 083-901-6111
山口県 綜合病院山口赤十字病院 山口市八幡馬場５３番地１ 083-923-0111
山口県 医療法人清仁会林病院 山口市小郡下郷７５１番地４ 083-972-0411
山口県 医療法人協愛会　阿知須共立病院 山口市阿知須４８４１番１ 0836-65-2200
山口県 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 0836-51-9338
山口県 医療法人聖比留会セントヒル病院 宇部市今村北３丁目７番１８号 0836-51-5111
山口県 美祢市立美東病院 美祢市美東町大田３８００番地 08396-2-0515
山口県 山陽小野田市民病院 山陽小野田市大字東高泊１８６３番地１ 0836-83-2355

山口県
独立行政法人労働者健康福祉機構
山口労災病院

山陽小野田市大字小野田１３１５番地の４ 0836-83-2881

山口県
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

山口県 医療法人生山会斎木病院 長門市東深川１３４番地 0837-26-1211
山口県 医療法人社団成蹊会岡田病院 長門市東深川８８８番地 0837-23-0033
山口県 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
山口県 萩市民病院 萩市大字椿３４６０番地３ 0838-25-1200

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月２２日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

徳島県 徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50番地1 088-631-3111
徳島県 徳島逓信病院 徳島市伊賀町3丁目19番地2 088-623-8623
徳島県 徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1－10－3 088-631-7151
徳島県 徳島市民病院 徳島市北常三島町2丁目34番地 088-622-5121
徳島県 水の都記念病院 徳島市北島田町1丁目45番地2 088-632-9299
徳島県 日比野病院 徳島市寺島本町東2－14 088-654-5505
徳島県 古川病院 徳島市寺島本町西1－15 088-622-2125
徳島県 徳島健生病院 徳島市下助任町4－9－1 088-622-7771
徳島県 田岡病院 徳島市万代町4丁目2番地2 088-622-7788
徳島県 鈴江病院 徳島市佐古八番町4－22 088-652-3121
徳島県 寺沢病院 徳島市津田西町1丁目2番30号 088-662-5311
徳島県 中州八木病院 徳島市中州町1－31 088-625-3535
徳島県 松村病院 徳島市川内町鶴島162 088-665-3233
徳島県 沖の洲病院 徳島市城東町1丁目8番8号 088-622-7111
徳島県 片岡内科消化器クリニック 徳島市佐古五番町11－17 088-611-1251
徳島県 天満病院 徳島市名東町1丁目91番地 088-632-1520
徳島県 木下病院 徳島市南末広町4－70 088-622-7700
徳島県 松村内科胃腸科 徳島市北佐古二番町5－19 088-631-3311
徳島県 美馬内科クリニック 徳島市大原町千代ヶ丸127－1 088-677-5171
徳島県 徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノ口103番地 0885-32-2555
徳島県 小松島金磯病院 小松島市金磯町10－19 0885-33-1211
徳島県 阿南医師会中央病院 阿南市宝田町川原2 0884-22-1313
徳島県 阿南共栄病院 阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ36番地 0884-44-3131
徳島県 宮本病院 阿南市羽ノ浦町古庄古野神4番地4 0884-44-4343
徳島県 町立上那賀病院 那賀郡那賀町小浜137番地1 0884-66-0211
徳島県 徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32番1 088-683-0011
徳島県 沢内科胃腸科 鳴門市瀬戸町明神字鳴谷121 088-688-0611
徳島県 香川内科 板野郡藍住町住吉字神蔵158－1 088-692-9770
徳島県 きたじま田岡病院 板野郡北島町鯛浜字川久保30番地1 088-698-1234
徳島県 いのもと眼科内科 板野郡北島町鯛浜字かや122－1 088-698-8887
徳島県 越智外科胃腸科 板野郡北島町鯛浜字原51－1 088-698-3111
徳島県 国立病院機構東徳島医療センター 板野郡板野町大寺字大向北1－1 088-672-1171
徳島県 健生石井クリニック 名西郡石井町高川原字高川原2155 088-675-1033
徳島県 吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 0883-26-2222
徳島県 木村内科胃腸科 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂61 0883-24-6413
徳島県 徳島県立三好病院 三好市池田町シマ815－2 0883-72-1131
徳島県 井上病院 板野郡板野町犬伏字鶴畑39－1 088-672-1185
徳島県 伊月病院 徳島市徳島町2－54 088-622-1117
徳島県 ほとり内科 徳島市川内町大松802－3 088-666-3830
徳島県 虹の橋クリニック 徳島市中島田町3丁目60番地１ 088-633-0800
徳島県 大久保病院 徳島市大道2丁目30 088-622-9156
徳島県 松永病院 徳島市南庄町4丁目63番地1 088-632-3328
徳島県 徳島県立海部病院 海部郡牟岐町大字中村字本村75番地の10884-72-1166
徳島県 美馬市国民健康保険木屋平診療所 美馬市木屋平字川井295 0883-68-2541

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

香川県 小豆島中央病院 小豆郡小豆島町池田２０６０－１ 0879-75-1121
香川県 香川県立白鳥病院 東かがわ市松原９６３ 0879-25-4154
香川県 さぬき市民病院 さぬき市寒川町石田東甲３８７番地１ 0879-43-2521
香川県 香川県立中央病院 高松市朝日町１－２－１ 087-811-3333
香川県 香川大学医学部附属病院 木田郡三木町池戸１７５０－１ 087-898-5111
香川県 りつりん病院 高松市栗林町３－５－９ 087-862-3171
香川県 香川県済生会病院 高松市多肥上町１３３１－１ 087-868-1551
香川県 高松平和病院 高松市栗林町１－４－１ 087-833-8113
香川県 高松赤十字病院 高松市番町４－１－３ 087-831-7101
香川県 喜田医院 高松市高松町２５００－５ 087-844-8705
香川県 高松市民病院 高松市宮脇町２－３６－１ 087-834-2181
香川県 ＫＫＲ高松病院 高松市天神前４－１８ 087-861-3261
香川県 屋島総合病院 高松市屋島西町１８５７番地１ 087-841-9141
香川県 水谷内科クリニック 高松市木太町３６０２－１ 087-835-5037
香川県 香川労災病院 丸亀市城東町３－３－１ 0877-23-3111
香川県 国立病院機構 善通寺市仙遊町２－１－１ 0877-62-1000
香川県 加藤病院 仲多度郡多度津町寿町７番３号 0877-33-2821
香川県 坂出聖マルチン病院 坂出市谷町１－４－１３ 0877-46-5195
香川県 坂出市立病院 坂出市寿町３－１－２ 0877-46-5131
香川県 総合病院　回生病院 坂出市室町３－５－２８ 0877-46-1011
香川県 石原消化器内科クリニック 善通寺市生野町１８５２－１ 0877-63-6677
香川県 小林内科胃腸科医院 坂出市富士見町１丁目１０－１ 0877-45-9595
香川県 こうの内科クリニック 丸亀市土器町西４丁目２４４ 0877-23-1119
香川県 三豊総合病院 観音寺市豊浜町姫浜７０８ 0875-52-3366
香川県 香川井下病院 観音寺市大野原町花稲８１８－１ 0875-52-2215
香川県 クリニック池田 観音寺市植田町南原１００７－１ 0875-23-1500

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月２２日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-960-5955
愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院 四国中央市川之江町2233 0896-58-3515
愛媛県 県立新居浜病院 新居浜市本郷三丁目1-1 0897-43-6161
愛媛県 住友別子病院 新居浜市王子町3-1 0897-37-7111
愛媛県 済生会西条病院 西条市朔日市榎ヶ坪269-1 0897-55-5100
愛媛県 西条市立周桑病院 西条市壬生川131 0898-64-2630
愛媛県 県立今治病院 今治市石井町四丁目5-5 0898-32-7111
愛媛県 済生会今治病院 今治市喜田村7丁目1-6 0898-47-2500
愛媛県 四国がんセンター 松山市南梅本町甲160 089-999-1168
愛媛県 松山赤十字病院 松山市文京町1 089-924-1111
愛媛県 県立中央病院 松山市春日町83 089-947-1111
愛媛県 済生会松山病院 松山市山西町880-2 089-951-6111
愛媛県 松山市民病院 松山市大手町2丁目6-5 089-943-1151
愛媛県 市立大洲病院 大洲市西大洲甲570 0893-24-2151
愛媛県 市立宇和島病院 宇和島市御殿町1-1 0895-25-1111

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月２２日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

高知県 室戸病院 室戸市元甲435番地6 0887-23-2345
高知県 松本医院 室戸市吉良川甲2263番地 0887-25-3455
高知県 高知県立あき総合病院 安芸市宝永町3番33号 0887-34-3111
高知県 まつうら内科消化器科 安芸市土居1949-1 0887-35-8127
高知県 森澤病院 安芸市本町2丁目13番32号 0887-34-1155
高知県 安芸クリニック 安芸市土居1976-4 0887-35-3575
高知県 芸西病院 安芸郡芸西村和食甲4268 0887-33-3833
高知県 田野病院 安芸郡田野町1414-1 0887-38-7111
高知県 中芸クリニック 安芸郡田野町2145-1 0887-38-8111
高知県 はまうづ医院 安芸郡奈半利町乙3742-1 0887-38-2718
高知県 野市中央病院 香南市野市町東野555-18 0887-55-1101
高知県 坂本内科 香美市土佐山田町東本町4-1-38 0887-53-2417
高知県 北村病院 南国市東崎1336 088-864-2101
高知県 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5811
高知県 南国厚生病院 南国市立田1180 088-863-3030
高知県 高田内科 南国市大桶乙1253-8 088-863-3925
高知県 ＪＡ高知病院 南国市明見字中野526-1 088-863-2181
高知県 あけぼのクリニック 南国市田村乙1992-1 088-878-6611
高知県 本山町立国民健康保険嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450
高知県 いずみの病院 高知市薊野北町2丁目10番53号 088-826-5511
高知県 岩﨑胃腸科内科 高知市薊野東町9-32 088-846-7171
高知県 岡林病院 高知市神田598 088-832-8821
高知県 岡村病院 高知市入明町1-5 088-822-5155
高知県 かもだの診療所 高知市鴨部2丁目1-16 088-843-3215
高知県 川村病院 高知市上町5-6-20 088-823-7433
高知県 国吉病院 高知市上町1-3-4 088-875-0231
高知県 クリニック地球３３番地 高知市北本町4－4－61 088-880-0733
高知県 クリニックひろと 高知市長浜4823 088-841-2327
高知県 地域医療機能推進機構高知西病院 高知市神田317-12 088-843-1501

高知県
高知県･高知市病院企業団立高知医療セ
ンター

高知市池2125－1 088-837-3000

高知県 高知記念病院 高知市城見町4-13 088-883-4377
高知県 高知生協病院 高知市口細山206-9 088-840-0123
高知県 高知赤十字病院 高知市新本町2－13－51 088-822-1201
高知県 国立病院機構高知病院 高知市朝倉西町1－2－25 088-844-3111
高知県 さんさんクリニック 高知市鷹匠町1－1－8 088-822-5531
高知県 菅野医院 高知市東久万84－21 088-820-1400
高知県 愛幸病院 高知市入明町14ｰ2 088-822-2739
高知県 玉木内科小児科クリニック 高知市高見町1８９－1 088-834-2800
高知県 田村内科整形外科病院 高知市二葉町10-10 088-883-1777
高知県 田村クリニック胃腸科内科 高知市槙山町1－３ 088-854-8806
高知県 近森病院 高知市大川筋1－1－16 088-822-5231
高知県 土佐田村病院 高知市稲荷町11-20 088-883-3544
高知県 図南病院 高知市知寄町1-5-15 088-882-3126
高知県 藤井クリニック 高知市朝倉乙988 088-844-7070
高知県 海里マリン病院 高知市仁井田1617-5 088-847-0101
高知県 山村病院 高知市下島町11 088-872-5038
高知県 吉川内科消化器科 高知市伊勢崎町10－11 088-871-3355
高知県 愛宕病院 高知市愛宕1丁目4-13 088-823-3301
高知県 細木ユニティ病院 高知市西町100番地 088-822-7211
高知県 ふたばクリニック 高知市役知町15-7 088-831-9050
高知県 みなみが丘ポラリスクリニック 高知市春野町南ヶ丘1-4-1 088-841-3880
高知県 いの町立国民健康保険仁淀病院 吾川郡いの町1369 ０88-893-1551
高知県 いの病院 吾川郡いの町3864-1 088-893-0047
高知県 井上病院 土佐市高岡町甲2044 088-852-2131
高知県 土佐市立土佐市民病院 土佐市高岡町甲1867 088-852-2151
高知県 須崎　菅野医院 須崎市西糺町1 0889-43-1616
高知県 須崎くろしお病院 須崎市緑町4-30 0889-43-2121
高知県 須崎医療クリニック 須崎市多ノ郷甲5748－1 0889-43-1001
高知県 くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付902－1 0880-22-1111
高知県 山﨑外科整形外科病院 高岡郡越知町越知甲2107番地1 0889-26-1136
高知県 竹本病院 四万十市右山字大谷１９７３－２ 0880-35-4151
高知県 中村病院 四万十市中村小姓町75 0880-34-3177
高知県 森下病院 四万十市中村一条通2-44 0880-34-2030
高知県 高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3－1 0880-66-2222
高知県 松谷病院 土佐清水市天神町14-18 0880-82-0001
高知県 渭南病院 土佐清水市越前町6番1号 0880-82-1151
高知県 市立宇和島病院 愛媛県宇和島市御殿町1番1号 0895-25-1111

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月22日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

福岡県 福岡市医師会成人病センター 福岡市早良区祖原１５－７ 092-831-1211
福岡県 福西会病院 福岡市早良区野芥１－２－３６ 092-861-2780
福岡県 福岡山王病院 福岡市早良区百道浜３－６－４５ 092-832-1100
福岡県 福岡大学病院 福岡市城南区七隈７－４５－１ 092-801-1011

福岡県
国立病院機構
九州医療センター

福岡市中央区地行浜１－８－１ 092-852-0700

福岡県 福岡県済生会福岡総合病院 福岡市中央区天神１－３－４６ 092-771-8151

福岡県
国家公務員共済組合連合会
浜の町病院

福岡市中央区長浜３－３－１ 092-721-0831

福岡県 村上華林堂病院 福岡市西区戸切２－１４－４５ 092-811-3331
福岡県 昭和病院 福岡市西区徳永大町９１１－１ 092-807-8811
福岡県 白十字病院 福岡市西区石丸３－２－１ 092-891-2511
福岡県 原三信病院 福岡市博多区大博町１－８ 092-291-3434
福岡県 千鳥橋病院 福岡市博多区千代５－１８－１ 092-641-2761
福岡県 福岡市民病院 福岡市博多区吉塚本町１３－１ 092-632-1111

福岡県
国家公務員共済組合連合会
千早病院

福岡市東区千早２－３０－１ 092-661-2211

福岡県 九州大学病院 福岡市東区馬出３－１－１ 092-641-1151
福岡県 福岡赤十字病院 福岡市南区大楠３－１－１ 092-521-1211

福岡県
公立学校共済組合
九州中央病院

福岡市南区塩原３－２３－１ 092-541-4936

福岡県
独立行政法人国立病院機構
九州がんセンター

福岡市南区野多目３－１－１ 092-541-3231

福岡県 福岡記念病院 福岡市早良区西新１－１－３５ 092-821-4731
福岡県 糸島医師会病院 糸島市浦志５３２－１ 092-322-3631
福岡県 岡部病院 糟屋郡宇美町明神坂１－２－１ 092-932-0025
福岡県 社会保険仲原病院 糟屋郡志免町別府北２－１２－１ 092-621-2802
福岡県 水戸病院 糟屋郡須惠町旅石１１５－４８３ 092-935-3755

福岡県
国立病院機構
福岡東医療センター

古賀市千鳥１－１－１ 092-943-2331

福岡県 赤間病院 宗像市石丸１－６－７ 0940-32-2206
福岡県 宗像医師会病院 宗像市田熊５－５－３ 0940-37-1188
福岡県 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院１－１－１ 092-921-1011
福岡県 福岡県済生会二日市病院 筑紫野市湯町３－１３－１ 092-923-1551
福岡県 福岡徳洲会病院 春日市須玖北４－５ 092-573-6622
福岡県 朝倉医師会病院 朝倉市来春４２２－１ 0946-23-0077
福岡県 高木病院 大川市酒見１４１－１１ 0944-87-0001
福岡県 嶋田病院 小郡市小郡２１７－１ 0942-72-2236
福岡県 久留米大学病院 久留米市旭町６７ 0942-35-3311
福岡県 久留米大学医療センター 久留米市国分町１５５－１ 0942-22-6111
福岡県 久留米中央病院 久留米市小森野２－３－８ 0942-35-1000
福岡県 聖マリア病院 久留米市津福本町４２２ 0942-35-3322

福岡県
独立行政法人地域医療機能推進機構
久留米総合病院

久留米市櫛原町２１ 0942-33-1211

福岡県 公立八女総合病院 八女市高塚５４０－２ 0943-23-4131
福岡県 筑後市立病院 筑後市大字和泉９１７－１ 0942-53-7511
福岡県 大牟田市立病院 大牟田市宝坂２－１９－１ 0944-53-1061
福岡県 ヨコクラ病院 みやま市高田町濃施４８０－２ 0944-22-5811
福岡県 長田病院 柳川市下宮永５２３－１ 0944-72-3501
福岡県 柳川病院 柳川市筑紫町２９ 0944-72-6171
福岡県 米の山病院 大牟田市大字歴木４－１０ 0944-51-3311
福岡県 飯塚病院 飯塚市芳雄町３－８３ 0948-22-3800
福岡県 社会保険直方病院 直方市須崎町１－１ 0949-22-1215
福岡県 社会保険田川病院 田川市上本町１０－１８ 0947-44-0460
福岡県 田川市立病院 田川市大字糒１７００－２ 0947-44-2100
福岡県 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借２－１－１ 093-541-1831

福岡県
国家公務員共済組合連合会
新小倉病院

北九州市小倉北区金田１－３－１ 093-571-1031

福岡県 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野３－２－１ 093-511-2000

福岡県
労働者健康福祉機構
九州労災病院

北九州市小倉南区曽根北町１－１ 093-471-1121

福岡県
国立病院機構
小倉医療センター

北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１ 093-921-8881

福岡県 戸畑共立病院 北九州市戸畑区沢見２－５－１ 093-871-5421
福岡県 戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木１－３－３３ 093-871-2760
福岡県 門司掖済会病院 北九州市門司区清滝１－３－１ 093-321-0984

福岡県
九州旅客鉄道株式会社
JR九州病院

北九州市門司区高田２－１－１ 093-381-5661

福岡県 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１ 093-603-1611
福岡県 九州病院 北九州市八幡西区岸の浦１－８－１ 093-641-5111

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月１日現在）



福岡県 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町１－１－１ 093-672-3176
福岡県 東病院 築上郡吉富町広津５９３－１ 0979-22-2219
福岡県 小波瀬病院 京都郡苅田町新津１５９８ 0930-24-5211



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県佐賀市鍋島５－１－１ 0952-34-6511
佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院 佐賀県佐賀市日の出1丁目２０－１ 0952-30-7141

佐賀県
地方独立行政法人
佐賀県医療センター好生館

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400 0952-24-2171

佐賀県
独立行政法人地域医療機能推進機構
佐賀中部病院

佐賀県佐賀市兵庫南3丁目８－１ 0952-28-5311

佐賀県 唐津赤十字病院 佐賀県唐津市二タ子1丁目５－１ 0955-72-5111
佐賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院 佐賀県唐津市元旗町817 0955-73-3175

佐賀県
独立行政法人国立病院機構
嬉野医療センター

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙2436 0954-43-1120

佐賀県
伊万里有田地区医療福祉組合
伊万里有田共立病院

佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番
地

0955-46-2121

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

長崎県 長崎大学病院 長崎市坂本１丁目７－１ 095-819-7200
長崎県 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎市茂里町３－１５ 095-847-1511
長崎県 長崎みなとメディカルセンター市民病院 長崎市新地町６－３９ 095-822-3251
長崎県 社会福祉法人十善会　十善会病院 長崎市籠町７－１８ 095-821-1214
長崎県 医療法人　光晴会病院 長崎市葉山１－３－１２ 095-857-3533
長崎県 医療法人慈恵会　小江原中央病院 長崎市小江原２－１－２０ 095-846-1010
長崎県 医療法人厚生会　虹が丘病院 長崎市虹ヶ丘町１－１ 095-856-1112
長崎県 医療法人緑風会　みどりクリニック 長崎市城栄町３２－２０ 095-844-7191

長崎県
宗教法人聖フランシスコ病院会
聖フランシスコ病院

長崎市小峰町９－２０ 095-846-1888

長崎県
一般社団法人日本海員掖済会
長崎掖済会病院

長崎市樺島町５－１６ 095-824-0610

長崎県 医療法人　重工記念長崎病院 長崎市飽の浦町１－７３ 095-828-4823
長崎県 社会医療法人春回会　井上病院 長崎市宝町６－１２ 095-844-1281
長崎県 有冨内科医院 長崎市江の浦町１－１２ 095-861-1375
長崎県 医療法人相生会　たじま内科消化器科 長崎市銅座町４－１４ 青木ビル６F 095-822-0019
長崎県 カリタス中央診療所 長崎市西出津町６７－５ 0959-25-1555
長崎県 済生会長崎病院 長崎市片淵２－５－１ 095-826-9236
長崎県 井石内科医院 長崎市滑石２－５－１７ 095-856-8353
長崎県 医療法人社団　奥平外科医院 長崎市梁川町４－１５ 095-861-5050
長崎県 のりむらクリニック 長崎市葉山１－５－２浜福ビル２Ｆ・３Ｆ 095-855-3911
長崎県 医療法人稲仁会　三原台病院 長崎市三原１丁目８－３５ 095-846-8111
長崎県 医療法人 谷川放射線科胃腸科医院 長崎市若葉町６－１ 095-844-0417

長崎県
独立行政法人労働者健康安全機構
長崎労災病院

佐世保市瀬戸越２－１２－５ 0956-49-2191

長崎県
地方独立行政法人
佐世保市総合医療センター

佐世保市平瀬町９－３ 0956-24-1515

長崎県 医療法人白十字会　佐世保中央病院 佐世保市大和町１５ 0956-33-7151
長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院 佐世保市島地町１０－１７ 0956-22-5136
長崎県 特定医療法人雄博会　千住病院 佐世保市宮地町５－５ 0956-24-1010
長崎県 杏林病院 佐世保市早苗町４９１－１４ 0956-38-3373
長崎県 医療法人アリス会　京町内科病院 佐世保市本島町１－２０ 0956-25-2255
長崎県 野口内科 佐世保市湊町２－８石井海陸興業ビル４Ｆ 0956-23-3100
長崎県 地方独立行政法人　北松中央病院 佐世保市江迎町赤坂免２９９ 0956-65-3101
長崎県 医療法人医理会　柿添病院 平戸市鏡川町２７８ 0950-23-2151

長崎県
独立行政法人国立病院機構
長崎医療センター

大村市久原２－１００１－１ 0957-52-3121

長崎県
独立行政法人地域医療機能推進機構
諫早総合病院

諫早市永昌東町２４－１ 0957-22-1380

長崎県
独立行政法人国立病院機構
長崎川棚医療センター

東彼杵郡川棚町下組郷２００５－１ 0956-82-3121

長崎県 日本赤十字社　長崎原爆諫早病院 諫早市多良見町化屋９８６－２ 0957-43-2111
長崎県 寺井医院 大村市玖島１－５３－２ 0957-52-3574
長崎県 医療法人　吉田内科クリニック 諫早市宇都町１９－１６ 0957-22-2962
長崎県 社会医療法人三佼会　宮崎病院 諫早市久山町１５７５－１ 0957-25-4800
長崎県 長崎県島原病院 島原市下川尻７８９５ 0957-63-1145
長崎県 医療法人社団威光会　松岡病院 島原市江戸丁１９１９ 0957-62-2526
長崎県 医療法人東洋会　池田病院 島原市湖南町６８９３－２ 0957-62-5161
長崎県 長崎県五島中央病院 五島市吉久木町２０５ 0959-72-3181
長崎県 長崎県富江病院 五島市富江町狩立４９９ 0959-86-2131
長崎県 長崎県上五島病院 南松浦郡新上五島町青方郷１５４９－１１ 0959-52-3000
長崎県 小値賀町国民健康保険診療所 北松浦郡小値賀町笛吹郷１７５７－８ 0959-56-4111
長崎県 長崎県壱岐病院 壱岐市郷ノ浦町東触１６２６ 0920-47-1131
長崎県 医療法人玄州会　光武内科循環器科病院 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３ 0920-47-0023
長崎県 医療法人　久原医院 壱岐市芦辺町箱崎大左右触５００－２ 0920-45-2128
長崎県 医療法人協生会　品川病院 壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２ 0920-47-0121
長崎県 長崎県対馬病院 対馬市美津島町鶏知乙１１６８－７ 0920-54-7111
長崎県 長崎県上対馬病院 対馬市上対馬町比田勝６３０ 0920-86-4321

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

熊本県 熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１ 096-344-2111
熊本県 くまもと森都総合病院 熊本市中央区新屋敷１－１７－２７ 096-364-6000
熊本県 熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５－１６ー１０ 096-363-3311
熊本県 国立病院機構熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５ 096-353-6501
熊本県 済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１ 096-351-8000
熊本県 東病院 熊本市南区出仲間５－２－２ 096-378-2222
熊本県 石神クリニック 熊本市西区出町2の15 096-322-6018
熊本県 いずみクリニック胃腸科・内科 熊本市東区東本町3-15 096-365-9000
熊本県 胃腸科・内科こうせいクリニック 熊本市南区白藤1丁目21の91 096-357-5511
熊本県 稲葉内科医院 熊本市西区花園1丁目20の60 096-352-3427
熊本県 岡﨑クリニック 熊本市東区下南部3丁目3の14 096-385-0055
熊本県 緒方消化器内科 熊本市中央区通町２３番地 096-353-2361
熊本県 表参道吉田病院 熊本市中央区北千反畑町2の5 096-343-6161

熊本県 片岡医院
熊本市中央区練兵町25の2
ヴェルビュ練兵町201

096-352-1733

熊本県 川口消化器内科 熊本市東区新南部２－７－５８ 096-382-3100
熊本県 川尻尾﨑内科 熊本市南区川尻5丁目1の62 096-357-9115
熊本県 熊本県総合保健センター 熊本市東区東町4丁目11の2 096-365-8800
熊本県 熊本市民病院 熊本市東区湖東１－１－６０ 096-365-1711
熊本県 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１ 096-384-2111
熊本県 熊本託麻台リハビリテーション病院 熊本市東区尾ノ上１－１４－２７ 096-381-5111
熊本県 熊本中央病院 熊本市南区田井島１－５－１ 096-370-3111
熊本県 慶徳加来病院 熊本市中央区練兵町98 096-322-2611
熊本県 自衛隊熊本病院 熊本市東区東本町１５－１ 096-368-5113
熊本県 慈恵病院 熊本市西区島崎6丁目1の27 096-355-6131
熊本県 しばた内科胃腸科 熊本市北区清水岩倉１－１－１１ 096-344-3111
熊本県 嶋田病院 熊本市中央区練兵町２４ 096-324-3515
熊本県 城北胃腸科内科クリニック 熊本市北区高平3丁目14の35 096-341-5050
熊本県 田上病院 熊本市中央区南千反畑町10の3 096-354-5885
熊本県 鶴田胃腸科内科医院 熊本市中央区坪井1丁目9の26 096-343-2801
熊本県 楢原小児科内科医院 熊本市南区近見２丁目１４－１ 096-354-5768
熊本県 西日本病院 熊本市東区八反田３－２０－１ 096-380-1111
熊本県 白山あらき胃腸科・肛門科・内科 熊本市中央区菅原町7の12 096-363-8880
熊本県 原口胃腸科内科クリニック 熊本市南区田迎4丁目8の12 096-370ｰ2088
熊本県 前野胃腸科クリニック 熊本市南区平成2丁目7の21 096-370-1511　　　
熊本県 武蔵ヶ丘病院 熊本市北区楠7丁目15番1号 096-339-1161
熊本県 山崎内科 熊本市中央区渡鹿１丁目18-88 096-371-5301
熊本県 熊本第一病院 熊本市南区田迎町田井島２２４ 096-370-7333
熊本県 新町いえむらクリニック 熊本市中央区新町１丁目７－１５ 096-353-5656
熊本県 竹下内科医院 熊本市中央区大江５丁目４－６ 096-211-5171
熊本県 日本赤十字社熊本健康管理センター 熊本市東区長嶺南2丁目1の1 096-387-8270
熊本県 御幸病院 熊本市南区御幸笛田６－７－４０ 096-378-1166
熊本県 みはらライフケアクリニック 熊本市東区上南部２丁目１－７９ 096-237-7555
熊本県 明午橋内科クリニック 熊本市中央区南千反畑町１５－４０ 096-353-5500
熊本県 川口病院 菊池市隈府823の1 0968-25-2230
熊本県 隈部医院 菊池市隈府1015 0968-25-2851
熊本県 七城木村クリニック 菊池市七城町林原1057 0968-26-9555
熊本県 熊本セントラル病院 菊池郡大津町大字室９５５ 096-293-0555
熊本県 さとう医院 菊池郡大津町室377の1 096-293-2550
熊本県 菊陽台病院 菊池郡菊陽町久保田2984 096-232-1191
熊本県 つくれクリニック 菊池郡菊陽町津久礼久保2684の1 096-369-2626
熊本県 阿蘇立野病院 阿蘇郡南阿蘇村立野185の1 0967-68-0111
熊本県 寺﨑内科胃腸科クリニック 阿蘇郡南阿蘇村白川2110の1 0967-62-0378
熊本県 益城なかぞのクリニック 上益城郡益城町宮園７３２－９ 096-286-1700
熊本県 山地外科胃腸科医院 上益城郡嘉島町上島2491 096-237-0003
熊本県 瀬戸病院 上益城郡山都町北中島２８０６番地 0967-75-0111
熊本県 尾崎医院 宇土市本町１－８ 0964-22-0241
熊本県 金森医院 宇土市本町6丁目5 0964-22-0017
熊本県 近藤クリニック 宇土市松山町4400の2 0964-23-5558
熊本県 済生会みすみ病院 宇城市三角町波多７７５番地１ 0964-53-1611
熊本県 国立病院機構熊本南病院 宇城市松橋町豊福２３３８ 0964-32-0826
熊本県 三角クリニック 宇城市三角町三角浦１１５９－１２４ 0964-52-3003
熊本県 玉名地域保健医療センター 玉名市玉名２１７２ 0968-72-5111
熊本県 荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００ 0968-63-1115
熊本県 伊藤医院 荒尾市四ツ山町3丁目5の2 0968-62-0405
熊本県 鴻江病院 荒尾市増永２６２０ 0968-62-0525
熊本県 山田クリニック 荒尾市東屋形2丁目14の9 0968-62-7722
熊本県 田宮医院 荒尾市大島町３丁目４－４４ 0968-62-0017
熊本県 おおかど胃腸科クリニック 玉名市六田38の6 0968-72-5611
熊本県 大野医院 玉名市宮原７０６ 0968-72-3405
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熊本県 河野クリニック 玉名市繁根木131の1司ビル2階 0968-72-2345
熊本県 公立玉名中央病院 玉名市中1950 0968-73-5000
熊本県 鹿井内科 玉名市高瀬233-1 0968-72-2275
熊本県 佐藤胃腸科肛門科外科医院 玉名市伊倉片諏訪291の2 0968-72-3100
熊本県 古庄胃腸科・内科医院 玉名市岱明町大野下1512の1 0968-57-0013
熊本県 田辺クリニック 玉名郡南関町上坂下3480 0968-53-8211
熊本県 有明成仁病院 玉名郡長洲町宮野２７７５ 0968-78-1133
熊本県 いまおかクリニック 玉名郡長洲町宮野１４６８－１ 0968-78-3410
熊本県 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１番地 0968-44-2185
熊本県 山鹿中央病院 山鹿市山鹿1000 0968-43-6611
熊本県 三森循環器科・呼吸器科病院 山鹿市大橋通1204 0968-42-1234
熊本県 熊本労災病院 八代市竹原町１６７０ 0965-33-4151
熊本県 健康保険熊本総合病院 八代市通町１０－１０ 0965-32-7111
熊本県 久原内科消化器科クリニック 八代市植柳元町5540の1 0965-32-2218
熊本県 高田胃腸内科・内科 八代市大村町350番地 0965-37-7200
熊本県 鶴田胃腸科内科 八代市日置町314の4 0965-31-5000
熊本県 ふくとみクリニック 八代市花園町６－１ 0965-33-2913
熊本県 増田内科・胃腸内科 八代市永碇町1283-3 0965-62-8100
熊本県 むらたクリニック 八代市横手本町2の1 0965-34-1872
熊本県 伊津野医院 人吉市鶴田町9の2 0966-22-3066
熊本県 人吉医療センター 人吉市老神町35 0966-22-2191
熊本県 しらおく内科クリニック 人吉市中青井町295-8 0966-25-1550
熊本県 万江病院 人吉市瓦屋町1718の1 0966-22-2357
熊本県 岩井クリニック 球磨郡あさぎり町深田東445の1 0966-49-2181
熊本県 犬童内科胃腸科医院 球磨郡あさぎり町上北169の2 0966-45-1125
熊本県 球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町多良木4210 0966-42-2560
熊本県 仁田畑クリニック 球磨郡多良木町多良木895の6 0966-42-1123　
熊本県 球磨村診療所 球磨郡球磨村大字一勝地甲７７－１７ 0966-32-0377
熊本県 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１ 0966-63-2101
熊本県 岡部病院 水俣市桜井町3丁目3の3 0966-63-3311
熊本県 深水医院 水俣市大園町1丁目4の5 0966-63-6390
熊本県 井上医院 芦北郡芦北町佐敷167 0966-82-2503
熊本県 芦北クリニック 芦北郡芦北町湯浦４１７－１ 0966-86-1200
熊本県 天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１ 0969-24-4111
熊本県 葦原医院 天草市今釜町８－１３ 0969-23-4988
熊本県 酒井外科内科医院 天草市港町16の11 0969-22-4133
熊本県 長野内科小児科医院 天草市五和町御領6454 0969-32-2323
熊本県 宮﨑外科胃腸科医院 上天草市大矢野町上1519 0964-56-0600
熊本県 島子ごとう医院 天草市有明町大島子1990の1 0969-52-0111



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

大分県 国家公務員共済組合連合会新別府病院 別府市大字鶴見3898番地 0977-22-0391

大分県 大分県立病院 大分市大字豊饒476番地 097-546-7111
大分県 大分赤十字病院 大分市千代町3丁目2番37号 097-532-6181
大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 大分市大字宮崎1509-2 097-569-3121

大分県 豊後大野市民病院 豊後大野市緒方町馬場276番地 0974-42-3121
大分県 医療法人鶴陽会岩尾病院 
日田市淡窓2丁目4番29号 0973-22-6161
大分県 宇佐高田医師会病院 宇佐市大字南宇佐635番地 0978-37-2300
大分県 中津市立中津市民病院 中津市大字下池永173番地 0979-22-2480
大分県 大分県厚生連鶴見病院 
別府市大字鶴見4333番地 0977-23-7111
大分県 宮田内科医院 
中津市大字牛神432 0979-22-3375
大分県 森内科医院 大分市下郡北3-23-25　 097-569-1014　　　

大分県
独立行政法人国立病院機構
大分医療センター

大分市横田2丁目11番45号 097-593-1111

大分県
独立行政法人地域医療機能推進機構
南海医療センター

佐伯市常盤西町11番20号 0972-22-0547

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月１日現在）

大分県
独立行政法人国立病院機構
別府医療センター

別府市大字内竈1473番地 0977-67-1111



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

宮崎県 いしかわ内科 宮崎市神宮西1丁目49番地1 0985-32-2234
宮崎県 稲倉医院 宮崎市大塚町馬場崎３５５４の２ 0985-53-1411
宮崎県 木佐貫内科医院 宮崎市千草町１３番５号 0985-22-3996
宮崎県 北村内科胃腸科医院 宮崎市田野町乙９３５３の１ 0985-86-2121
宮崎県 クリニックうしたに 宮崎市大字恒久字西原５０６５番地 0985-52-8080
宮崎県 県立宮崎病院 宮崎市北高松町５番３０号 0985-24-4181
宮崎県 古賀総合病院 宮崎市池内町数太木１７４９−１ 0985-39-8888
宮崎県 御殿下医院 宮崎市佐土原町下那珂２５９８番地４ 0985-73-5311
宮崎県 こまき内科 宮崎市吉村町江田原甲２６１−４ 0985-26-1112
宮崎県 小村医院 宮崎市田野町乙7216番地2 0985-86-0011
宮崎県 こむら内科医院 宮崎市高岡町下倉永４００ 0985-82-5611
宮崎県 坂本医院 宮崎市清武町今泉甲7020番地7 0985-85-0065
宮崎県 清水中央クリニック 宮崎市清水１丁目３－２６ 0985-35-6535
宮崎県 徳田内科・とくだ小児科 宮崎市大塚町大塩道下４７４７ 0985-54-3299
宮崎県 巴外科内科 宮崎市大字恒久５９８８番地 0985-51-1777
宮崎県 なかしま外科・内科 宮崎市淀川3丁目8番5号 0985-52-6511
宮崎県 南部病院 宮崎市大字恒久８９１番地１４ 0985-54-5353
宮崎県 にしぞの内科 宮崎市高岡町飯田２５４ 0985-82-5522
宮崎県 花山手内科クリニック 宮崎市大坪町大坪４２９０ 0985-50-0888
宮崎県 ひろの内科クリニック 宮崎市大字本郷北方字山崎３５８２番１ 0985-52-7311
宮崎県 ヘパトピア西高台内科 宮崎市北川内町乱橋３６０８−１１ 0985-52-5757
宮崎県 細川内科クリニック 宮崎市佐土原町東上那珂１４９０１−４ 0985-74-0058
宮崎県 三原内科 宮崎市源藤町源藤８７６−１ 0985-53-6226
宮崎県 宮崎医療センター病院 宮崎市高松町2番16号 0985-26-2800
宮崎県 宮崎生協病院 宮崎市大島町天神前１１７１番地 0985-24-6877
宮崎県 宮崎善仁会病院 宮崎市新別府町江口９５０−１ 0985-26-1599
宮崎県 ゆち内科胃腸科クリニック 宮崎市恒久５丁目１１番３ 0985-63-1123
宮崎県 和知川原生協クリニック 宮崎市和知川原２丁目２５−１ 0985-23-0050
宮崎県 日髙内科胃腸科 東諸県郡国富町大字本庄４３２９ 0985-75-8500
宮崎県 北村胃腸科眼科 日南市園田２−４−２８ 0987-23-0086
宮崎県 島田内科胃腸科 日南市園田１−２−１０ 0987-23-2233
宮崎県 シロアム内科医院 日南市大字平野３２８番地１ 0987-23-2187
宮崎県 東病院 日南市南郷町東町８－１ 0987-64-1500
宮崎県 串間市民病院 串間市大字西方７９１７番地 0987-72-1234
宮崎県 宇宿医院 都城市栄町１８号１８番地 0986-25-9031
宮崎県 黒松病院 都城市金田町２２６３ 0986-38-1120
宮崎県 国立病院機構　都城医療センター 都城市祝吉町５０３３番地１ 0986-23-4111
宮崎県 しげひらクリニック 都城市神之山町２０３０－１ 0986-27-5555
宮崎県 原田医院 都城市郡元町３２４５番地 0986-26-3330
宮崎県 福島外科胃腸科医院 都城市都北町６４３０ 0986-38-1633
宮崎県 三嶋内科 都城市鷹尾１−２６−６ 0986-24-7171
宮崎県 宮永病院 都城市松元町１５街区１０号 0986-22-2015
宮崎県 小林市立病院 小林市細野２２３５番地３ 0984-23-4711
宮崎県 近藤内科クリニック 小林市大字細野４０５－９ 0984-22-4367
宮崎県 野尻中央病院 小林市野尻町大字東麓１１７６ 0984-44-1141
宮崎県 えびのセントロクリニック えびの市大字上江１００７番地４ 0984-33-5777
宮崎県 京町共立病院 えびの市大字向江５０８番地 0984-37-1011
宮崎県 大森内科医院 児湯郡高鍋町大字北高鍋１３４７番地２ 0983-22-0055
宮崎県 都農町国民健康保険病院 児湯郡都農町大字川北５２０２番地 0983-25-1031
宮崎県 くろき胃腸科 日向市鶴町１−６−８ 0982-55-0505
宮崎県 日向市立東郷病院 日向市東郷町山陰丙１４１２番地１ 0982-69-2013
宮崎県 𠮷森医院 日向市原町４丁目１の８ 0982-52-4046
宮崎県 済生会　日向病院 東臼杵郡門川町南町４丁目１２８番地 0982-63-1321
宮崎県 江崎医院 延岡市無鹿町1丁目７１０ 0982-21-7014
宮崎県 木谷医院 延岡市南町１丁目２番地１ 0982-21-5905
宮崎県 黒木病院 延岡市北小路１４−１ 0982-21-6381
宮崎県 堺胃腸科内科クリニック 延岡市古城町４－１３１ 0982-22-0875
宮崎県 伸和会　共立病院 延岡市中川原町３丁目４２番地 0982-33-3268
宮崎県 谷村病院 延岡市北小路１０番地２ 0982-33-3024
宮崎県 西階クリニック 延岡市野地町１丁目４０７０番１ 0982-33-0597
宮崎県 平野消化器科 延岡市大貫町２丁目３０２９－２ 0982-26-7070
宮崎県 丸山クリニック 延岡市博労町４番地４ 0982-21-6028
宮崎県 野村病院 延岡市出北５丁目４番２６号 0982-21-2213

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

鹿児島県 公益社団法人 鹿児島共済会　南風病院 鹿児島市長田町14-3 099-226-9111

鹿児島県
鹿児島県厚生農業協同組合連合会
鹿児島厚生連病院

鹿児島市天保山町22-25 099-252-2228

鹿児島県 社会医療法人 天陽会　中央病院 鹿児島市泉町6-7 099-226-8181
鹿児島県 鹿児島逓信病院 鹿児島市下伊敷1-12-1 099-223-6013
鹿児島県 鹿児島市立病院 鹿児島市上荒田町37-1 099-230-7000

鹿児島県
独立行政法人 国立病院機構
指宿医療センター

指宿市十二町4145 0993-22-2231

鹿児島県 鹿児島県立薩南病院 南さつま市加世田高橋1968-4 0993-53-5300

鹿児島県
社会福祉法人 恩賜財団 済生会
川内病院

薩摩川内市原田町2-46 0996-23-5221

鹿児島県 出水市　出水総合医療センター 出水市明神町520 0996-67-1611
鹿児島県 霧島市立医師会医療センター 霧島市隼人町松永3320 0995-42-1171
鹿児島県 医療法人財団　浩誠会　霧島杉安病院 霧島市霧島田口2143 0995-57-1221
鹿児島県 医療法人 青仁会　池田病院 鹿屋市下祓川町1830 0994-43-3434
鹿児島県 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川135-3 0994-22-3111

鹿児島県
社会医療法人 義順顕彰会
種子島医療センター

西之表市西之表7463 0997-22-0960

鹿児島県 鹿児島県立大島病院 奄美市名瀬真名津町18-1 0997-52-3611

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月２２日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

沖縄県 沖縄県立北部病院 名護市大中2丁目12番3号 0980-52-2719
沖縄県 北部地区医師会病院 名護市宇茂佐1712番地3 0980-54-1111
沖縄県 沖縄県立中部病院 うるま市字宮里281番地 098-973-4111

沖縄県
社会医療法人敬愛会
中頭病院

沖縄市知花6丁目25番5号 098-939-1300

沖縄県
社会医療法人かりゆし会
ハートライフ病院

中城村字伊集208番地 098-895-3255

沖縄県
社会医療法人仁愛会
浦添総合病院

浦添市伊祖4丁目16番1号 098-878-0231

沖縄県
沖縄県立南部医療センター
・こども医療センター

南風原町字新川118番地1 098-888-0123

沖縄県
社会医療法人友愛会
豊見城中央病院

豊見城市字上田25番地 098-850-3811

沖縄県 なかそね和内科 那覇市松川 47番地 098-887-1086

沖縄県
地方独立行政法人
那覇市立病院

那覇市古島2丁目31番地1 098-884-5111

沖縄県 沖縄県立宮古病院 宮古島市平良字下里427番地１ 0980-72-3151
沖縄県 たいら内科 宮古島市平良字東仲宗根572番地6 0980-73-8115
沖縄県 沖縄県立八重山病院 石垣市字大川732番地 0980-83-2525

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成２８年７月１日現在）


