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アンジェリッククリニック浦田 870-0933 大分市花津留２丁目１０番２号 097-558-2020 https://www.angelicurata.jp あり

月・火・水・金　 9:00-12:00
　　　　　　　　14:00-17:00
木　　　　　　　 9:00-12:00
土　　　　 　　　9:00-12:00
                14:00-15:30

あり

いしい産婦人科醫院 870-0952 大分市下郡北３丁目４３４番地２ 097-569-7770 － あり
平日（水曜除く）　9:00-18:00
水曜・土曜　　　　9:00-12:00 あり

医療法人
大川産婦人科病院

870-0027 大分市末広町２－４－１６ 097-536-3511 http://www.okawa-hosp.com/ あり
平日　9:00-12:30、14:30-17:30
土曜　9:00-12:30、14:30-16:30

あり

大川産婦人科・高砂 870-0029 大分市高砂町１番５号 097-532-1135 － あり
平日　9:00-12:30、14:30-17:30
土曜　9:00-13:30、14:30-16:30

あり

ひらかわ産婦人科医院 870-0254 大分市横塚２－４－５ 097-592-1000 https://hirakawa-oita.jp/ あり

月・水・木・金　 9:00-12:00
　　　　　　　　14:30-18:00
火・土　　　　　 9:00-12:00

あり

貞永産婦人科医院 870-0003 大分市生石２－１－１８ 097-532-6327 sadanaga-ladies@nifty.com あり
平日　9:00-17:30
土曜　9:00-12:30 あり

医療法人あろは会
さゆりレディースクリニック

870-0165 大分市明野北４丁目１番１号 097-535-7322 http://www.sayuriclinic.jp あり
平日　9:00-18:00　水曜のみ9:00-12:30
土曜　9:00:-14:00 あり

医療法人社団愛育会
曽根崎産婦人科医院

870-0883 大分市大字永興１４９番地の３ 097-543-3939 http://www.sonezaki-clinic.com あり
9:00-17:00
事前連絡があった方がよい あり

医療法人宥和会
大分府内レディースクリニック

870-0021 大分市府内町２－３－２５コスモビル５Ｆ 097-535-1060 https://oita-funai-ladies-clinic.com/ あり

火・水・木・金　9:00-19:00
　　　　　　　（18:30受付終了）
月曜　9:00-13:00（12:30受付終了）
土曜　9:00-17:00（16:30受付終了）

あり

つるさきクリニック 870-0104 大分市南鶴崎２丁目６番５号 097-527-2152 http://www.kakuyukai.com/ あり

月・火・水・金　8:40-18:00
　　（昼休み12:30-13:30）
木・土　　　　　8:40-12:30

あり

ヘレネ婦人クリニック 870-0035 大分市中央町１丁目３－１２　大一ビル２階 097-532-3555 － あり

平　日　　9:00-13:00
　　　　 14:30-18:00
土曜日　　9:00-13:00

あり

堀永産婦人科医院 870-0021 大分市府内町２丁目５番１３号 097-532-5289 https://horinaga.net/ あり
月～木・土 　9:00-12:00
　　　　　  14:00-16:00
金　　　　　 9:00-12:00

あり

安武クリニック 870-0938 大分市今津留１丁目３－１４ 097-558-3800 http://yasutake-clinic.jp/ あり

月・火・水・金　8:30-18:00
木曜日　　　　　8:30-12:30
土曜日　　　　　8:30-17:00

あり
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医療法人
あおい産婦人科

874-0919 別府市石垣東８丁目２番３１号 0977-25-0888 http://oita-aoiclinic.jp/ あり

※予約制
月・水・金　 9:00-11:30
　　 　　　 14:00-17:30
火・木・土 　9:00-11:30

あり

中山レディースクリニック 874-0910 別府市石垣西4丁目1-29 0977-73-8800 https://nakayama-ladiesclinic.jp あり

月・火・木・金 9:00-13:00
　　　　　　　14:00-18:00
土　　　　　　 9:00-14:00 あり

藤吉産婦人科 871-0027 中津市大字上宮永２７０番地の１ 0979-24-1103 http://fujiyoshi-obgyn.com/ あり

月・火・水・金　9:00-12:00
　　　　　 　　14:00-17:30
土 　  　　　　 9:00-12:00
               14:00-15:00
日              9:00-13:00
*第1第3水曜､祝日は休診

あり

医療法人
宮原レディースクリニック

877-0071 日田市十二町２５８番地１ 0973-24-3584 http://miyahara-lc.com/ あり
当院診療時間内

あり

みよしクリニック 877-0036 日田市三芳小渕町１２１番地 0973-24-1515 － あり
月・火・水・金　 9:00-17:00
木曜　　　　　　 9:00-12:00
土曜　　　　　　 9:00-15:00

あり

産科婦人科
すがのウィメンズクリニック

876-0047 佐伯市鶴岡西町２丁目１１３番地 0973-23-3131 http://www.sugano-clinic.jp あり
月・火・木・金　 9:00-12:30
　　　　　　　　16:00-17:30
土曜　　　　　　 9:00-12:30

あり

西田病院 876-0047 佐伯市鶴岡西町２丁目２６６番地 0972-22-0180 http://www.nisida-med.jp/ あり
平日　8:30-17:00（受付時間）
土曜　8:30-11:30（受付時間）

あり

ひなた女性クリニック 876-0836 佐伯市西谷町１－２７ 0972-20-3322 http://hinata.oita.jp/ あり
平日、土曜　8:30-18:00
不定期の休診日あり、来院前要電話 あり

さくら産婦人科医院 875-0062 臼杵市大字野田２７８番地 0972-63-4103 － あり
常に対応可能

あり

くりやまレディースクリニック 873-0001 杵築市杵築８６１番地１２ 0978-66-1177 http://kuriyama-ladiesclinic.com/ あり

月・火・水・金  9:00-12:30
　　　　　   　14:00-18:00
木曜            9:00-12:30
土曜            9:00-14:00

あり

医療法人愛一歩会
みやうちウィメンズクリニック

873-0001 杵築市大字杵築字北浜６６５番地５０１ 0978-66-4103 http://www.mw-clinic.jp/ あり
月・火・金・土　 9:00-18:00
木　　　　　　　 9:00-12:00 あり

宇佐レディースクリニック 879-0454 宇佐市大字法鏡寺字川上３３６番地の１ 0978-33-3700 － あり
月・水・金　8:30-17:00
火・土　　　8:30-12:00 あり

医療法人大神会
佐藤レディースクリニック

879-0453 宇佐市大字上田１０６０番地２ 0978-32-3300 http://www.satolc.jp/ あり
月～水　 9:00-12:00   14:00-17:30
木～土 　9:00-12:00 あり

レディースクリニック松本醫院 872-0042 宇佐市貴船町１－３２ 0978-38-7171 － あり
平日　9:00-17:30
土曜　9:00-13:30 あり

佐藤産婦人科医院 879-7141 豊後大野市三重町秋葉１２４８番地 0974-22-4103 － あり
平日　9:00-17:00  水曜のみ9:00-12：00
土曜　9:00-17:00

あり
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医療法人友光会　友成医院 879-4413 玖珠郡玖珠町大字塚脇１２８－２ 0973-72-0330 － あり

月・火・木・金　 9:00-17:30
水　　　　　　　14:00-17:30
土　　　　　　　 9:00-12:00

あり


