開放型病院登録一覧
平成27年7月 現在
Nｏ

医療機関名

住

1

あおい産婦人科

別府市石垣東8-2-31

2

朝見病院

別府市朝見1丁目23-28

3

安部第一医院

別府市上野口町３－４０

4

諫山整形外科医院

別府市南荘園町２０組

5

岩永レディースクリニック

別府市野口中町４－２３

6

うちくら内科

別府市馬場町１組

7

内田病院

別府市末広町３－１

8

衛藤小児科医院

別府市上人仲町９－３３

9

おおさわクリニック

別府市富士見町１－７

所

10 岡嶋医院

別府市元町１６－９

11 岡田眼科医院

別府市楠町１－３２

12 垣迫内科医院

別府市松原町６－１２

13 金子内科医院

別府市石垣東１－７－２７

14 かめがわ耳鼻咽喉科

別府市亀川四の湯町９－１

15 亀川精神保健クリニック

別府市亀川浜田町１００７－５

16 菊池内科医院

別府市南立石八幡４

17 北浜眼科クリニック

別府市北浜２－６－６

18 北崎医院

別府市青山町７番６５号

19 木下医院

別府市上田の湯町１－７

20 清瀬病院

別府市野口中町４－８

21 久保田アネックスクリニック

別府市石垣東１０－１－２５

22 くらた医院

別府市堀田４－２

23 黒木記念病院

別府市照波園１４－２８

24 河野小児科医院

別府市石垣西７－８－１０

25 古城循環器クリニック

別府市石垣東６－３－２４

26 児玉内科医院

別府市北浜３－３－１２

27 こだま脳神経外科クリニック

別府市石垣東８－２－３５

28 児玉病院

別府市亀川四の湯町

29 後藤医院

別府市元町４－９

30 さかい胃腸科医院

別府市大畑６組

31 佐藤整形外科医院

別府市中央町8-20

32 さとう小児科医院

別府市南荘園町１９組

33 耳鼻咽喉科しげみ医院

別府市荘園町9-1 ｾｽﾅﾋﾞﾙ2F

34 上人病院

別府市上人ヶ浜町９

35 新森内科医院

別府市石垣東５－１－２５

36 千馬内科医院

別府市楠町２－１７

37 高木眼科医院

別府市駅前町１－１１

38 つねとみ内科胃腸科クリニック

別府市中須賀本町3組

39 局医院

別府市南荘園町12組

40 鶴見台病院

別府市大字鶴見４０７５－４

41 畑病院

別府市中島１４－２２

42 原嶋内科医院

別府市荘園町６－４

43 平島医院

別府市亀川中央町２６－１９

44 ヒロセ内科医院

別府市駅前本町５－２３

45 別府温泉病院

別府市野田２２－１（内竃15組）

46 堀循環器科内科クリニック

別府市亀川浜田町２－６３

47 牧野リウマチ科整形外科クリニック

別府市船小路町２－３６

48 松井小児科医院

別府市大字鶴見２７５９－１

49 松岡産婦人科医院

別府市馬場町１組

50 松原医院

別府市松原町６－１６

51 松本小児科医院

別府市北浜２－５－５

52 右田眼科

別府市石垣西７－８－１０

53 宮崎クリニック

別府市亀川東町２７－３７

54 宮崎内科医院

別府市青山町１０－２７

55 みょうばんクリニック

別府市明礬５組－２

56 ミヨシ医院

別府市石垣西２－３－３０

57 村上神経内科クリニック

別府市山の手町１４－３０

58 村橋病院

別府市中央町３－２４

59 森澤医院

別府市中須賀東町７－１

60 矢田こどもクリニック

別府市石垣東４－５－４

61 横井内科クリニック

別府市鶴見園町５組

62 吉賀循環器内科

別府市鉄輪１６３

63 渡邉医院

別府市光町４－１１

64 渡部内科循環器科クリニック

別府市末広町６－３１

65 別府中央病院

別府市北的ヶ浜町5番19号

66 別府郵政健康管理センター

別府市田の湯１４－１３

67 中村たかクリニック

別府市新港町1-30

68 山本病院

別府市光町14-3

69 伊藤皮膚科

杵築市魚町３－１

70 杵築オレンジ病院

杵築市大字負船部2167番地の20

71 杵築泌尿器科クリニック

杵築市大内４５２６－３

72 きつき眼科

杵築市杵築５３－１

73 荘野医院

杵築市猪尾字中島６４－６

74 菅原内科 杵築

杵築市南杵築字大手内１９４７－３

75 藤原整形外科クリニック

杵築市杵築字北浜６６５－６５５

76 渡辺内科医院

杵築市杵築６９１－１

77 杵築中央病院

杵築市大字杵築120

78 杵築市立山香病院

杵築市山香町野原1612-1

79 小野医院

杵築市山香町野原１７２３－７

80 佐藤医院

杵築市山香町大字内河野２６７０－２

81 山香理学診療科病院

杵築市山香町大字内河野３０６７

82 友岡医院

杵築市山香町大字立石１２５４－２

83 岡田内科クリニック

速見郡日出町３９０２－２

84 金田耳鼻咽喉科医院

速見郡日出町日出１５６２－１

85 川崎診療所

速見郡日出町川崎５０７－３

86 こうまつ循環器内科クリニック

速見郡日出町３８５２－６

87 日出中央外科医院

速見郡日出町３４７０－８

88 酒井医院

速見郡日出町豊岡字右田７５５－３

89 八重眼科医院

速見郡日出町川崎３－１

90 真那井診療所

速見郡日出町真那井３１６６

91 松本整形外科クリニック

速見郡日出町３８７０－３

92 てしまこどもの杜クリニック

速見郡日出町３９０２

93 牛嶋内科胃腸科クリニック

東国東郡武蔵町古市８９

94 定村内科医院

東国東郡安岐町大字塩屋１１４－１

95 菅原内科 安岐

東国東郡安岐町大字西本９０１－１

96 橋永医院

東国東郡国東町安国寺１１－１

97 はるかぜ医院

東国東郡国見町大熊毛字花開１８２

98 福田産婦人科内科医院

東国東郡国東町田深１６６０

99 福永胃腸科外科医院

東国東郡国東町鶴川１０６

100 松原医院

東国東郡武蔵町古市１１２－１

101 朝倉内科医院

国東市安岐町中園400

102 あおぞら病院

国東市国東町小原2650

103 国東中央クリニック

国東市国東町北江3245-4

104 南由布クリニック

由布市湯布院町川北１１１２－４４

105 森本整形外科クリニック

由布市挾間町挾間２６７

106 井福医院

豊後高田市新町２０１１

107 玄々堂高田病院

豊後高田市界３７８－２

108 安心院クリニック

宇佐市安心院町下毛２０１５

109 安心院中央医院

宇佐市安心院町下毛字香田２１０９

110 いしだ内科

宇佐市大字長洲字２２４１

111 上田医院

宇佐市上田４８９

112 宇佐リハビリ診療所

宇佐市大字山本１６５８

113 エンゼルクリニック

宇佐市法鏡寺３３６－１

114 桐田眼科医院

宇佐市四日市２６２５

115 瀬口皮膚科

宇佐市上田１００９－２

116 宗像医院

宇佐市下時枝５４９

117 森若医院

宇佐市大塚５５８

118 玄々堂 整形外科

宇佐市石田33－2

119 玄々堂 泌尿器科

宇佐市四日市19－1

120 今石産婦人科医院

中津市片端町１３６３

121 内尾整形外科医院

中津市大字上宮永３３１－２

122 川嶌整形外科病院

中津市宮夫１４－１

123 木戸耳鼻咽喉科クリニック

中津市永添大字３７５－１

124 中津胃腸病院

中津市大字永添５１０

125 中津第一病院

中津市大字宮夫２５２－２

126 西内科医院

中津市１９１４－７

127 まつざきクリニック

中津市三光臼木１２１８

128 松元整形外科医院

中津市三光土田１２４３－４

129 水谷外科医院

中津市山国町守実８０－１

130 宮田内科医院

中津市牛神４３２

131 後藤内科医院

玖珠郡玖珠町大字帆足４７３－１０

132 小中病院

玖珠郡玖珠町大字塚脇１２３

133 長内科小児科胃腸科医院

玖珠郡玖珠町帆足２３２－８

134 友成医院

玖珠郡玖珠町塚脇１２８

