
平成 31 年 4 月

改 訂 版







医療機関リスト①　★認知症患者さんのお世話に積極的な医療機関です。

医療機関名 住　　　　所 電話番号 診療科

1 広崎内科小児科医院 上新地町1-2-1 222-7003 内・小

2 吉水内科 上新地町1-5-2 232-8600 内

3 竹崎あさひクリニック 竹崎町1-14-25 229-5511 神経内・内

4 赤司クリニック 竹崎町3-5-24 222-9223 麻酔・内

5 平井医院 宮田町2-16-9 222-7291 内

6 桃崎病院 田中町1-10 232-2533 外・胃・肛・リハビリ

7 長岡内科・画像診断クリニック 田中町1-13 223-5050 内・放・消内・呼内

8 佐島医院 田中町14-18 222-2321 外・整・脳神外・皮

9 ひらの胃腸科・内科医院 幸町3-8 223-7604 内

10 吉本医院 向洋町3-12-14 222-9390 内・小

11 吉利医院 後田町1-8-17 222-1039 循・内・心血外・皮

12 はら医院 羽山町1-1-201 228-2900 神経内・心療内・神経

13 螢クリニック 金比羅町2-4 223-8000 外・胃腸・肛門

14 昭和病院 汐入町35-1 231-3888 内・神経内・泌尿・整・消・循・外・放・リハビリ

15 山の田内科 武久町1-19-30 250-7181 内

16 大畑内科呼吸器科 武久町1-40-14 251-6700 内・呼・アレルギー

17 ひろやま内科 山の田本町1-1　友田ビル1Ｆ 254-2202 内・循

18 いとう腎クリニック 山の田本町6-6 253-0211 腎内

19 三井医院 山の田中央町12-15 252-3159 内

20 にしはらクリニック 生野町2-33-10 251-1167 消外・肛外・放・整・神内・循内

21 吉村内科 彦島江の浦町1-7-6 267-2681 内・腎臓内・循環器内・生活習慣病（糖尿病・高血圧）

22 いとう脳神経外科・外科クリニック 彦島江の浦町9-3-27 266-2220 脳神外・外・神経内

23 彦島内科 彦島江の浦町9-4-5 266-4008 内

24 松田内科クリニック 彦島本村町4-1-5 266-4666 内

25 浅野整形外科医院 彦島本村町6-17-18 266-0894 整・リウマチ・リハビリ

26 安藤内科 彦島本村町7-3-1 266-1866 消

27 おおむら内科医院 長府侍町2-5-5 245-6789 胃腸・内・消

28 長府心臓内科 長府東侍町4-48 245-2919 循内・内

29 まつなが医院 長府中浜町2-5 245-2103 内・消内・糖内・精・リハビリ

30 牛尾医院亀の甲クリニック 長府亀の甲1-2-1 245-2151 内・胃腸・呼・外

31 原田･東邦クリニック 長府江下町5-10 245-6116 内・循・アレルギー

32 柏村医院 長府松小田本町5-12 248-5333 内・神内・リハビリ

   認知症患者さんやそのご家族に対して、認知症の悪化を遅くする薬を出したり、生活の中での困りごと
の相談に乗ってくれる医療機関です。
 認知症かも？・・・という時にも、専門医療機関に紹介する場合も含めて、認知症かどうかの見立てを し
てくれます。
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医療機関名 住　　　　所 電話番号 診療科

33   はしもと内科医院  長府松小田本町25-11 246-1313 内・循・放・リハビリ

34 おかクリニック 王司上町１-8-5 248-1670 胃腸内・大腸肛門内・外

35 林クリニック 王司上町4-2-40 248-0255 内・脳神経外・リハビリ

36 王司病院 王司本町1-18-27 248-3631 内・皮・精神・消内・泌尿・整・循内・リハビリ・歯

37 たかおクリニック 小月市原町1-3 282-8040 消・内・外・麻酔・リハビリ

38 おづきクリニック 小月駅前1-2-37 281-3055 整

39 佐藤医院 小月駅前1-6-25 282-0137 内・消

40 岡病院 小月本町2-15-20 282-0070 内・外・整・脳神外・リハビリ

41 しのはらクリニック 一の宮町4-1-5 257-1119 消・外・肛

42 山口内科 一の宮本町2-4-6 257-1570 内・消・循

43 上野医院 秋根西町1-7-26 256-0200 脳神外

44 カイクリニック 秋根東町6-14 257-1417 精神・心療内・神経内

45 勝山サテライトクリニック 田倉242-1 256-8866 内

46 長門一ノ宮病院 形山みどり町17-35 256-2011 精神・神経・心内・内

47 くにのぶ内科循環器内科 新垢田南町1-13-23 251-0092 内・循内

48 伊藤内科医院 稗田北町13-36 253-2040 内・循内

49 稗田病院 稗田中町8-18 251-2121 精神

50 すぎはら内科・消化器病クリニック 古屋町1-11-1 253-1368 内・消内・外・リハビリ

51 後藤医院 綾羅木本町2-6-18 252-1682 内

52 水町内科消化器科医院 綾羅木本町4-1-30 251-6116 胃腸・消

53 梶井内科医院 伊倉本町23-9 255-1188 内・消･漢方

54 石川ファミリークリニック 伊倉新町4-2-21 249-5830 小・内

55 下関病院附属地域診療クリニック 梶栗町4-2-34 262-0832 精神

56 下関病院 富任町6-18-18 258-0338 精神・神経・神内・脳神外・内・循

57 内山医院 安岡駅前1-2-12 258-0109 内

58 安岡病院 横野町3-16-35 258-3711 内・呼内・整・神経内・リハビリ・緩和

59 黒川内科クリニック 吉見本町1-1-22 286-2057 内

60 あずま病院 吉見新町1-6-17 286-2137 内

61 青柳内科医院 菊川町下岡枝375-1 287-0563 循・内・小

62 あめやまクリニック 菊川町田部1148-5 288-1000 外・内・麻・リハビリ

63 なごみクリニック 菊川町田部1202-1 288-0307 内・胃・呼

64 下関市立豊田中央病院 豊田町矢田365-1 766-1012 内・眼・外・整・泌尿・脳外・リハビリ

65 千葉クリニック 豊田町中村古市6-1 766-0501 外・胃・肛・麻酔

66 重本病院 豊浦町黒井97-50 772-0014 精神・神経

67 藤本医院 豊浦町川棚6923-1 772-3333 外・内・胃・肛・麻酔
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医療機関名 住　　　　所 電話番号 診療科

69 じょうのクリニック 豊浦町宇賀7444-2 776-5151 内・外・リハビリ

68 しんむら医院 豊浦町小串194-3 774-3535 内・小・リハビリ

70 はまさきクリニック 豊浦町吉永1720-1 775-1192 内・消内・外・リハビリ

71 豊北病院 豊北町粟野2397 785-0222 内・外・消

72 木本クリニック 豊北町阿川3796-1 786-2626 内・循・小・リハビリ

73 藤井クリニック 豊北町滝部3146-2 782-0566 内・麻酔

74 和田医院 豊北町神田上2762-1 788-0001 内
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医療機関リスト②  ★認知症患者さんにも優しい医療機関です。

医療機関名 住　　　　所 電話番号 診療科

1 大塚医院 竹崎町3-5-31 222-3036 皮・泌・性

2 伊崎町整形外科 伊崎町1-9-5 222-1188 整

3 喜多整形外科医院 豊前田町2-1-8 222-1738 整・リウマチ・リハビリ

4 織田クリニック 中之町4-19 222-5643 麻酔・内・外・整形

5 おがた婦人科クリニック 赤間町3-5 223-5080 産婦

6 門脇歯科形成外科医院 宮田町2-5-1 223-2131 形成・美容・皮

7 ももさき皮ふ科 田中町11-13 228-5015 皮

8 田村循環器内科 幸町13-24 229-5010 内・循

9 佐々木整形外科外科 向洋町2-1-25 223-2650 整・リウマチ・リハビリ・外・消

10 武久病院 武久町2-53-8 252-2124 内・循・整・泌尿・リハビリ・皮・歯

11 おくぞの耳鼻科クリニック 生野町2-27-7 252-2030 耳鼻咽喉

12 森山整形クリニック 幡生本町2-2 251-2650 整・麻酔

13 五十嵐内科 幡生本町7-12 252-0733 内・循・胃腸

14 山本皮ふ科 彦島江の浦町1-1-8 266-8211 皮

15 しみず耳鼻咽喉科クリニック 彦島江の浦町1-5-17 266-5100 耳鼻咽喉

16 とね眼科クリニック 彦島江の浦町1-7-8 266-2000 眼

17 時任整形外科リウマチ科 長府南之町5-6 246-0575 整・リウマチ

18 中村医院 長府土居の内町1-2 245-5546 眼

19 おぐす内科・消化器科クリニック 小月茶屋1-8-22 281-1123 内・消

20 河崎医院 小月茶屋1-8-22 282-2666 皮

21 近藤眼科 小月茶屋2-1-19 282-1835 眼

22 きし腎泌尿器科 川中豊町7-1-37 242-1105
 泌尿

23 あきの整形外科クリニック 秋根本町2-10-34 256-2851 整・リウマチ・リハビリ

24 ウエダ眼科 秋根南町1-1-15 257-0002 眼

25 整形外科井ノ口クリニック 田倉赤迫原830 256-6772 整

26 岡野クリニック 川中豊町7-3-1 255-5670 消内・乳腺外・外

27 だて整形外科リハビリテーションクリニック 綾羅木本町2-4-22 254-0022 整・リハビリ・リウマチ

28 みやざき耳鼻咽喉科 梶栗町3-7-3 258-3387 耳鼻咽喉

29 野口産婦人科医院 梶栗町3-7-8 258-2277 産婦

30 やまおか内科循環器科 梶栗町3-7-10 262-1233 内・循・呼・アレルギー

31 青木眼科 安岡本町2-1-19 262-1770 眼

32 新田整形外科 安岡本町2-11-37 258-5351 整

33 二武整形・リウマチクリニック 豊浦町吉永1844 772-0835 整・リウマチ・リハビリ

　認知症の治療や相談に乗ることはできないけれども、認知症の方が何らかの病気になったとき、断らずに
治療を引き受ける医療機関です。

6



医療機関リスト③　★「在宅医療」に積極的な医療機関です。

医療機関名 住　　　　所 電話番号 診療科

1 広崎内科小児科医院 上新地町1-2-1 222-7003 内・小

2 吉水内科 上新地町1-5-2 232-8600 内

3 赤司クリニック 竹崎町3-5-24 222-9223 麻酔・内

4 門脇歯科形成外科医院 宮田町2-5-1 223-2131 形成・美容・皮

5 平井医院 宮田町2-16-9 222-7291 内

6 桃崎病院 田中町1-10 232-2533 外・胃腸・肛門・リハビリ

7 長岡内科・画像診断クリニック 田中町1-13 223-5050 内・放・消内・呼内

8 佐島医院 田中町14-18 222-2321 外・整・脳神外・皮

9 吉本医院 向洋町3-12-14 222-9390 内・小

10 吉利医院 後田町1-8-17 222-1039 循・内・心血外・皮

11 螢クリニック 金比羅町2-4 223-8000 外・胃腸・肛門

12 山の田内科 武久町1-19-30 250-7181 内

13 ひろやま内科 山の田本町1-1　友田ビル1Ｆ 254-2202 内・循

14 いとう腎クリニック 山の田本町6-6 253-0211 腎内

15 にしはらクリニック 生野町2-33-10 251-1167 消外・肛外・放・整・神内・循内

16 山本皮ふ科 彦島江の浦町1-1-8 266-8211 皮

17 いとう脳神経外科・外科クリニック 彦島江の浦町9-3-27 266-2220 脳神外・外・神経内

18 彦島内科 彦島江の浦町9-4-5 266-4008 内

19 松田内科クリニック 彦島本村町4-1-5 266-4666 内

20 安藤内科 彦島本村町7-3-1 266-1866 消

21 おおむら内科医院 長府侍町2-5-5 245-6789 胃腸・内・消

22 長府心臓内科 長府東侍町4-48 245-2919 循内・内

23 時任整形外科リウマチ科 長府南之町5-6 246-0575 整・リウマチ

24 まつなが医院 長府中浜町2-5 245-2103 内・消内・糖内・精・リハビリ

25 牛尾医院亀の甲クリニック 長府亀の甲1-2-1 245-2151 内・胃腸・呼・外

26 柏村医院 長府松小田本町5-12 248-5333 内・神内・リハビリ

27 はしもと内科医院 長府松小田本町25-11 246-1313 内・循・放・リハビリ

28 おかクリニック 王司上町１-8-5 248-1670 胃腸内・大腸肛門内・外

29 林クリニック 王司上町4-2-40 248-0255 内・脳神経外・リハビリ

30 たかおクリニック 小月市原町1-3 282-8040 消・内・外・麻酔・リハビリ

31 おづきクリニック 小月駅前1-2-37 281-3055 整

32 佐藤医院 小月駅前1-6-25 282-0137 内・消

　医療機関に行くことができない状態の患者さんに対して、その方の住まいに医師が出向いて行う診療
（往診・訪問診療）を実施している医療機関です。
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医療機関名 住　　　　所 電話番号 診療科

33 上野医院 秋根西町1-7-26 256-0200 脳神外

34 勝山サテライトクリニック 田倉242-1 256-8866 内

35 くにのぶ内科循環器内科 新垢田南町1-13-23 251-0092 内・循内

36 伊藤内科医院 稗田北町13-36 253-2040 内・循内

37 だて整形外科リハビリテーションクリニック 綾羅木本町2-4-22 254-0022 整・リハビリ・リウマチ

38 後藤医院 綾羅木本町2-6-18 252-1682 内

39 水町内科消化器科医院 綾羅木本町4-1-30 251-6116 胃腸・消

40 梶井内科医院 伊倉本町23-9 255-1188 内・消・漢方

41 石川ファミリークリニック 伊倉新町4-2-21 249-5830 小・内

42 下関病院附属地域診療クリニック 梶栗町4-2-34 262-0832 精神

43 内山医院 安岡駅前1-2-12 258-0109 内

44 安岡病院 横野町3-16-35 258-3711 内・呼内・整・神経内・リハビリ・緩和

45 黒川内科クリニック 吉見本町1-1-22 286-2057 内

46 あめやまクリニック 菊川町田部1148-5 288-1000 外・内・麻・リハビリ

47 なごみクリニック 菊川町田部1202-1 288-0307 内・胃・呼

48 下関市立豊田中央病院 豊田町矢田365-1 766-1012 内・眼・外・整・泌尿・脳外・リハビリ

49 千葉クリニック 豊田町中村古市6-1 766-0501 外・胃・肛・麻酔

50 藤本医院 豊浦町川棚6923-1 772-3333 外・内・胃・肛・麻酔

51 じょうのクリニック 豊浦町宇賀7444-2 776-5151 内・外・リハビリ

52 しんむら医院 豊浦町小串194-3 774-3535 内・小・リハビリ

53 豊北病院 豊北町粟野2397 785-0222 内・外・消

54 木本クリニック 豊北町阿川3796-1 786-2626 内・循・小・リハビリ

55 藤井クリニック 豊北町滝部3146-2 782-0566 内・麻酔

56 和田医院 豊北町神田上2762-1 788-0001 内
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