
５疾病及び在宅医療に対応可能な医療機関
７　在宅医療（①病院及び一般診療所）
二次医療圏 市町村 病院／診療所 医療機関名

病院 別府湾腎泌尿器科病院
病院 医療法人財団親幸会浜脇記念病院
病院 医療法人百善会村橋病院
病院 黒木記念病院
病院 児玉病院
病院 清瀬病院
病院 中村病院
病院 畑病院
病院 別府中央病院

一般診療所 うちくら内科
一般診療所 おおさわクリニック
一般診療所 こだま脳神経外科クリニック
一般診療所 さかい内科医院
一般診療所 なごみ診療所
一般診療所 別府トキハクリニック
一般診療所 ミヨシ医院
一般診療所 安倍内科医院
一般診療所 安部第一医院
一般診療所 医療法人三和会馬場医院
一般診療所 横井内科クリニック
一般診療所 垣迫内科医院
一般診療所 菊池内科医院
一般診療所 吉賀循環器内科
一般診療所 久保おなか・おしりクリニック
一般診療所 久保田クリニック
一般診療所 原嶋内科医院
一般診療所 古城循環器クリニック
一般診療所 後藤医院
一般診療所 耳鼻咽喉科しげみ医院
一般診療所 新森内科医院
一般診療所 渡邉医院
一般診療所 武井医院
一般診療所 平井整形外科医院
一般診療所 北崎医院
一般診療所 北浜眼科クリニック
一般診療所 末宗内科医院
病院 杵築市立山香病院
病院 杵築中央病院

一般診療所 くまもとココロクリニック
一般診療所 伊藤皮膚科
一般診療所 衛藤外科
一般診療所 佐藤医院
一般診療所 小野医院
一般診療所 菅原内科杵築
病院 あおぞら病院
病院 国東市民病院

一般診療所 はるかぜ醫院
一般診療所 ふくだクリニック
一般診療所 メープル尽クリニック
一般診療所 牛嶋内科胃腸科クリニック
一般診療所 国東中央クリニック
一般診療所 松原医院
一般診療所 朝倉内科医院
一般診療所 定村内科医院
一般診療所 富来Ｋ．クリニック
一般診療所 福永胃腸科外科医院
病院 日出児玉病院
病院 鈴木病院

一般診療所 岡田内科クリニック
一般診療所 日出中央医院

姫島村 一般診療所 姫島村国民健康保険診療所
61東部　計

東部

別府市

杵築市

国東市

日出町



二次医療圏 市町村 病院／診療所 医療機関名
病院 えとう内科病院
病院 オアシス第一病院
病院 オアシス第二病院
病院 社会医療法人関愛会坂ノ市病院
病院 医療法人財団天心堂へつぎ病院
病院 医療法人慈善会膳所病院
病院 医療法人社団唱和会明野中央病院
病院 井野辺病院
病院 社会医療法人関愛会佐賀関病院
病院 諏訪の杜病院
病院 大分下郡病院
病院 大分記念病院
病院 大分健生病院
病院 大分県勤労者医療生活協同組合大分協和病院

一般診療所 あべたかこ内科循環器クリニック
一般診療所 おおつかクリニック
一般診療所 おさこ内科・外科クリニック
一般診療所 おの英伸クリニック
一般診療所 お元気でクリニックこれいし
一般診療所 かく医院
一般診療所 かつた内科胃腸科クリニック
一般診療所 かんたん在宅クリニック
一般診療所 けんせいホームケアクリニック
一般診療所 在宅支援クリニックすばる
一般診療所 さとう神経内科・内科クリニック
一般診療所 そのだ内科・外科クリニック
一般診療所 たかはし泌尿器科
一般診療所 たなか眼科
一般診療所 たねだ内科
一般診療所 つざき循環器・麻酔科クリニック
一般診療所 つるさきクリニック
一般診療所 どんぐりの杜クリニック
一般診療所 にのみや内科
一般診療所 のつはる診療所
一般診療所 ハートクリニック
一般診療所 ひがし内科医院
一般診療所 ひばり診療所
一般診療所 まつお内科クリニック
一般診療所 みなはる診療所
一般診療所 みゆき診療所
一般診療所 めのクリニック
一般診療所 やまおか在宅クリニック
一般診療所 よしどめ内科・神経内科クリニック
一般診療所 若林脳神経外科クリニック
一般診療所 わさだかかりつけ医院泌尿器科クリニック
一般診療所 阿部循環器クリニック
一般診療所 安東循環器内科クリニック
一般診療所 伊藤田クリニック
一般診療所 井野辺府内クリニック
一般診療所 宇野内科医院
一般診療所 王子クリニック
一般診療所 加崎医院
一般診療所 河野内科
一般診療所 吉川医院
一般診療所 宮本耳鼻咽喉科医院
一般診療所 玄同内科医院
一般診療所 高城こうのクリニック
一般診療所 三好医院
一般診療所 三好眼科内科医院
一般診療所 三好内科・循環器科医院
一般診療所 山下循環器科内科
一般診療所 鹿子嶋医院
一般診療所 社会医療法人関愛会こうざきクリニック
一般診療所 社会医療法人関愛会一尺屋診療所
一般診療所 社会医療法人関愛会佐賀関診療所

中部 大分市



二次医療圏 市町村 病院／診療所 医療機関名
一般診療所 緒方クリニック
一般診療所 庄の原クリニック
一般診療所 松岡メディカルクリニック
一般診療所 城南クリニック
一般診療所 心葉消化器外科
一般診療所 森内科病院
一般診療所 神矢内科胃腸クリニック
一般診療所 多田胃腸科医院
一般診療所 大嶋医院
一般診療所 大南クリニック
一般診療所 谷川医院
一般診療所 谷村胃腸科・小児科医院
一般診療所 直耕団吉野診療所
一般診療所 椎迫泌尿器科クリニック
一般診療所 渡辺内科医院
一般診療所 嶋津医院
一般診療所 嶋田循環器内科
一般診療所 東浜循環器科・内科クリニック
一般診療所 藤垣クリニック
一般診療所 得丸内科・消化器内科
一般診療所 木村医院
一般診療所 竜の子在宅クリニック
一般診療所 福光医院
病院 臼杵病院
病院 重度心身障害児（者）施設恵の聖母の家

一般診療所 うすきメディカルクリニック
一般診療所 とうぼ小児科医院
一般診療所 岩田リハビリクリニック
一般診療所 岩田医院
一般診療所 児玉循環器科・内科医院
一般診療所 植田内科クリニック
一般診療所 前尾眼科
一般診療所 野津第一内科医院
一般診療所 つくみクリニック
一般診療所 医療法人小田クリニック
一般診療所 金田医院
一般診療所 秋岡医院
一般診療所 小手川内科クリニック
一般診療所 小宅医院
一般診療所 深江医院
一般診療所 大石医院
一般診療所 津久見市保戸島診療所
病院 医療法人慈愛会岩男病院
病院 日野病院
病院 地域医療機能推進機構湯布院病院

一般診療所 おざきホームケアクリニック
一般診療所 ごとう医院
一般診療所 さとう消化器・大腸肛門クリニック
一般診療所 ゆずの木クリニック
一般診療所 何松内科循環器科
一般診療所 宮崎医院
一般診療所 佐藤医院
一般診療所 秋吉医院
一般診療所 新こどもクリニック

119
病院 社会医療法人長門莫記念会長門記念病院
病院 地域医療機能推進機構南海医療センター
病院 御手洗病院
病院 佐伯中央病院

一般診療所 ミタライクリニック
一般診療所 医療法人ひまわり会池田医院
一般診療所 医療法人中浦循環器クリニック
一般診療所 塩月内科小児科医院
一般診療所 佐伯市国民健康保険西野浦診療所
一般診療所 佐伯市国民健康保険大島診療所
一般診療所 佐伯市国民健康保険丹賀診療所

中部　計

南部 佐伯市

中部

大分市

臼杵市

津久見市

由布市



二次医療圏 市町村 病院／診療所 医療機関名
一般診療所 佐伯市国民健康保険名護屋出張診療所
一般診療所 神宮医院
一般診療所 大分県勤労者医療生活協同組合佐伯診療所

14
病院 大久保病院

一般診療所 伊藤医院
一般診療所 久住加藤医院
一般診療所 志賀内科
一般診療所 深堀内科医院
一般診療所 秦医院
一般診療所 大分県医療生活協同組合竹田診療所
一般診療所 道全内科
一般診療所 柚須医院
病院 みえ記念病院
病院 帰巖会みえ病院
病院 福島病院
病院 豊後大野市民病院

一般診療所 宇野医院
一般診療所 広瀬医院
一般診療所 児玉医院
一般診療所 社会医療法人関愛会三重東クリニック
一般診療所 社会医療法人関愛会清川診療所
一般診療所 天心堂おおの診療所
一般診療所 麻生医院

20
病院 医療法人百花会上野公園病院
病院 医療法人悠然会大河原病院
病院 医療法人咸宜会日田中央病院
病院 秋吉病院
病院 大分県済生会日田病院

一般診療所 医療法人恒心会膳所医院
一般診療所 井上鶴川堂
一般診療所 隈診療所
一般診療所 原整形外科医院
一般診療所 新関内科医院
一般診療所 日田市立上津江診療所
一般診療所 日田市立東渓診療所
病院 医療法人純和会小中病院

一般診療所 武田医院
九重町 一般診療所 矢原医院

15
一般診療所 ふるかわメディカルクリニック
一般診療所 まつざきクリニック
一般診療所 医療法人社団内尾整形外科医院
一般診療所 久持医院
一般診療所 熊谷循環器科内科医院
一般診療所 高椋クリニック
一般診療所 中津市国民健康保険山移診療所
一般診療所 中津市国民健康保険津民診療所
一般診療所 農業協同組合立下郷診療所
病院 医療法人興仁会桑尾病院
病院 医療法人中庸会宇佐胃腸病院
病院 医療法人明徳会佐藤第一病院
病院 宇佐中央内科病院
病院 小野内科病院
病院 和田病院

一般診療所 くぼたクリニック
一般診療所 クリニックオアシス
一般診療所 医療法人古荘医院原口診療所
一般診療所 医療法人悠久会いしばしの里クリニック
一般診療所 宮原医院
一般診療所 桐田眼科医院
一般診療所 古荘医院
一般診療所 時枝内科医院
一般診療所 上田医院
一般診療所 村上医院

豊肥　計

西部

日田市

玖珠町

西部　計

中津市

北部

宇佐市

南部　計

豊肥

竹田市

豊後大野市

南部 佐伯市



二次医療圏 市町村 病院／診療所 医療機関名
宇佐市 一般診療所 渡辺医院

病院 高田中央病院
一般診療所 くれさき循環器クリニック
一般診療所 サンクリニック
一般診療所 せぐち内科
一般診療所 ながまつ内科・小児科クリニック
一般診療所 安部内科
一般診療所 原田医院

33
262

豊後高田市

北部　計
合計

北部


