
５疾病及び在宅医療に対応可能な医療機関
６　認知症 （精神科医療機関を除く）

二次医療圏 市町村 病院／診療所 医療機関名

病院 医療法人財団親幸会浜脇記念病院
病院 児玉病院
病院 清瀬病院
病院 畑病院
病院 別府中央病院

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 別府トキハクリニック
一般診療所 安部第一医院
一般診療所 垣迫内科医院
一般診療所 吉賀循環器内科
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 村上神経内科クリニック
一般診療所 武井医院
一般診療所 北崎医院
一般診療所 末宗内科医院
病院 やまが博愛病院
病院 杵築市立山香病院
病院 杵築中央病院

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
一般診療所 メープル尽クリニック
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 末綱クリニック
病院 日出児玉病院
病院 鈴木病院

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
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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 医療法人ライフサポート明和記念病院
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 医療法人社団三杏会仁医会病院
病院 医療法人社団唱和会明野中央病院
病院 河野脳神経外科病院
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 大分共立病院
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
病院 大分赤十字病院

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 おおば脳神経外科・頭痛クリニック
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 けんせいホームケアクリニック
一般診療所 さとう神経内科・内科クリニック
一般診療所 たかはし泌尿器科
一般診療所 つざき循環器・麻酔科クリニック
一般診療所 にのみや内科
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 みなはる診療所
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

大分市中部

東部

別府市

杵築市

国東市

日出町

東部　計



二次医療圏 市町村 病院／診療所 医療機関名

一般診療所 医療法人仁真会真央クリニック
一般診療所 井上循環器科内科クリニック
一般診療所 井野辺府内クリニック
一般診療所 王子クリニック
一般診療所 河野内科
一般診療所 吉川医院
一般診療所 玄同内科医院
一般診療所 高橋内科クリニック
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 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
一般診療所 松本内科循環器科クリニック
一般診療所 心葉消化器外科
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 東浜循環器科・内科クリニック
一般診療所 得丸内科・消化器内科
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 臼杵市医師会立コスモス病院

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
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 うすきメディカルクリニック
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 植田内科クリニック
一般診療所 藤野循環器科内科医院

83
病院 御手洗病院
病院 佐伯中央病院

一般診療所 医療法人中浦循環器クリニック
一般診療所 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

5
病院 大久保病院

一般診療所 伊藤医院
一般診療所 志賀内科
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
病院 みえ記念病院
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 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

13
一般診療所 医療法人蒼龍会日野内科
一般診療所 井上鶴川堂

九重町 一般診療所 矢原医院
病院 医療法人純和会小中病院

一般診療所 武田医院
5

中部

大分市

臼杵市

臼杵市

豊肥

竹田市

豊後大野市

西部

日田市

玖珠町

中部　計

南部　計

豊肥　計

西部　計

臼杵市

南部 佐伯市

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

病院 医療法人杏林会村上記念病院
病院 梶原病院

一般診療所 ふるかわメディカルクリニック
一般診療所 医療法人中尾循環器科内科クリニック
一般診療所 久持医院
一般診療所 高椋クリニック
一般診療所 小路内科医院
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
一般診療所 末廣医院
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 原田医院
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 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 宮原医院
一般診療所 上田医院
一般診療所 村上医院
一般診療所 渡辺医院
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169合計

北部　計

北部

中津市

豊後高田市

宇佐市


