益田保健所管内診療所一覧
診 療 所 名

令和３年４月１日現在
郵便番号

住

所

電話番号

診

療

科

目

管理者氏名

益田市

1

岩本内科医院

698-0003 益田市乙吉町イ２０９−１１

0856-23-1133 内科・胃腸科・放射線科・循環器科

岩本 正敬

2

医療法人 小田整形外科医院

698-0043 益田市中島町ロ１４５番地３

0856-22-1168 リウマチ科・整形外科・リハビリ科

小田 竜徳

3

医療法人 平野医院

698-0024 益田市駅前町３３番地５

0856-22-0998 内科・消化器内科・小児科

平野 盛久

4

益田整形外科医院

698-0011 益田市染羽町４番地３５

0856-22-1305 整形外科

納富 敏男

5

医療法人たいじん堂 松本医院

699-5132 益田市横田町４２９番地２３

0856-25-2611 内科・小児科・アレルギー科

松本 祐二

6

医療法人 共生会 なかしまクリニック

699-5132 益田市横田町２５３２番地

0856-25-2503 内科・小児科・循環器内科

中島 良光

7

医療法人 共生会 俣賀出張所

699-5122 益田市本俣賀町６５３番地１

0856-25-2503 内科・小児科・循環器

中島 良光

8

山尾医院

698-0027 益田市あけぼの東町４番地２

0856-22-1878 内科・消化器内科・小児科

山尾 洋樹

9

神崎内科

698-0021 益田市幸町４番地４９

0856-23-4535 内科

神崎 清

10 清澄メモリアル 林医院

698-0004 益田市東町１０番地３０

0856-22-3352 内科・外科・胃腸内科

林 正巳

11 ますたに小児科医院

698-0042 益田市中吉田町1097番地１０

0856-24-0810 小児科

舛谷 篤志

12 医療法人 みうら眼科

698-0003 益田市乙吉町イ３３６番地３

0856-24-2501 眼科

三浦 孝博

13 医療法人 津田医院

699-3671 益田市津田町１２６８番地５

0856-27-0007 内科・外科・胃腸内科・肛門外科

狩野 卓夫

14 北仙道診療所

699-3674 益田市大草町７８番地４

0856-22-0218 内科・外科・胃腸科・肛門科

狩野 卓夫

15 鎌手診療所

699-3506 益田市西平原町５７１番地７ 鎌手公民館内

0856-27-0501 内科・外科・胃腸科・肛門科

狩野 卓夫

16 ダイワボウレーヨン株式会社益田診療所 698-0036 島根県益田市須子町３番地１

0856-31-0550 内科

井上 貴雄

17 医療法人順生会 すみかわクリニック

698-0004 益田市東町２番地９

0856-23-1188 内科・外科・胃腸内科・肛門外科

澄川 学

18 真砂診療所

698-0411 益田市波田町イ５３８番地１ 真砂公民館内

0856-26-0012 内科

斧山 純子

19 医療法人 神崎耳鼻咽喉科医院

698-0027 益田市あけぼの東町１６番地１

0856-22-0551 耳鼻咽喉科

神崎 裕士

20 金島胃腸科外科

698-0041 益田市高津一丁目９−４

0856−22−2345

21 西谷内科医院

698-0041 益田市高津一丁目３０番９号

0856-23-7280 内科

西谷 昭夫

22 林泌尿器科

698-0003 益田市乙吉町イ３３０番地２

0856-22-0256 内科・泌尿器科

林 淳二

23 中島こどもクリニック

698-0041 益田市高津二丁目３２番１０号

0856-24-8521 小児科

中島 匡博

24 医療法人 くろたに内科クリニック

698-0001 益田市久城町９１２番地１

0856-23-7737 内科・小児科

黒谷 浩史

25 医療法人 しまだ眼科

698-0006 益田市三宅町２番７号

0856-31-0661 眼科

嶋田 一徳

26 永瀬脳外科内科

698-0016 益田市土井町２番地２７

0856-31-0480 神経内科・脳神経外科・リハビリ科

永瀬 章博

27 医療法人 山藤整形外科医院

698-0003 益田市乙吉町イ３３８番地５

0856-31-0065 整形外科・リハビリ科・リウマチ科

山藤 良史

28 医療法人 黒田医院

698-0036 益田市須子町１０番地２７

0856-22-0966 内科・循環器科

黒田 聡

29 あすかクリニック

698-0003 益田市乙吉町ロ３３番地

0856-23-3320 リウマチ科・整形外科・リハビリ科

井上 貴雄

30 斧山医院

698-0025 益田市あけぼの西町１６番地４

0856-22-1346 内科・消化器内科

斧山 英二

31 村野医院

698-0002 益田市下本郷町６１番地１

0856-31-2400 内科・小児科

村野 健兒

32 医療法人 いしみつ耳鼻咽喉科クリニック 698-0041 益田市高津６丁目２３番地２０

0856-31-4133 耳鼻咽喉科

石光 亮太郎

33 おちハートクリニック

698-0041 益田市高津８丁目５番地２

0856-23-1588 内科・循環器内科・心療内科・精神科

越智 弘

34 まついクリニック

698-0041 益田市高津６丁目１４番地１

0856-31-1830 内科・外科・胃腸内科・肛門外科・呼吸器内科・乳腺外科 松井 孝夫

35 益田市立休日応急診療所

698-0024

0856-31-4199 内科・小児科

神崎 裕士

36 石見クリニック

698-0024 益田市駅前町７番１号

0856-23-2370 外科・内科・漢方内科・リハビリ科

山野井 彰

37 たかせ内科

698-0046 益田市かもしま東町９番地６

0856-25-7373 内科、糖尿病内科、内分泌科

高瀬 裕史

38 さくらクリニック益田

698-0003 益田市乙吉町イ１０２−１

0856-23-0021 精神科・心療内科

篠崎 克也

39 医療法人 大畑医院

698-0043 益田市中島町イ９１−１

0856-22-0506 アレルギー科・皮膚科

大畑 力

40 益田市国民健康保険診療施設 美都診療所 698-0203 益田市美都町都茂１８１３番地１

0856-52-7272 内科・小児科

安藤幸典

41

益田市国民健康保険診療施設 美都診療所 二川出張診療所

698-0202 益田市美都町宇津川ロ３８３番地１

0856-52-7272 内科・小児科

42

益田市国民健康保険診療施設 美都診療所 東仙道出張診療所

698-0212 益田市美都町仙道８０４番地２

益田市駅前町１７番１号 益田駅前ビルＥＡＧA２階 益田市立保健センター内

胃腸科、外科、肛門科、内視鏡内科、内科、放射線科

内科

金島 新一

安藤幸典
安藤 幸典

698-1211 益田市匹見町匹見イ１３０９番地

0856-56-0008 内科

中村 文春

44 益田市国民健康保険診療施設 匹見澄川診療所 698-1221 益田市匹見町澄川イ２６６番地６

0856-56-0136 内科

中村 文春

45 益田市国民健康保険診療施設 匹見道川診療所 698-1201 益田市匹見町道川イ１３４番地１

0856-58-0007 内科

中村 文春

43 中村医院

津和野町
46 好生堂 和﨑医院

699-5605 鹿足郡津和野町後田ロ４０５

0856-72-0025 内科、消化器科、リハビリ科

和﨑 秀二

47 医療法人 小笠原 つわぶき医院

699-5613 鹿足郡津和野町鷲原イ１９０

0856-72-3500 内科、放射線科、麻酔科、リハビリ科

小笠原 哲三

48 在宅診療所 鹿足中央クリニック

699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬２１８番地２４

0856-74-0120 内科

須山信夫

49 日原診療所

699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬２１８番地１８

0856-74-0121 内科

須山信夫

50 かのあしあぽろ心療所

699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬９７５番地１

0856-22-8711 精神科・心療内科

長沼 清

51 栗栖医院

699-5301 鹿足郡吉賀町柿木村柿木３１２−１

0856-79-2006 内科、小児科、形成外科、婦人科

栗栖 貴夫

52 医療法人 小笠原 小笠原医院

699-5301 鹿足郡吉賀町柿木村柿木６４０−１

0856-79-2012 内科、麻酔科

小笠原 康二

53 医療法人社団松浦 松浦内科胃腸科

699-5513 鹿足郡吉賀町六日市７９５

0856-77-0111 内科、胃腸科、循環器科

松浦寿二郎

吉賀町

注１：事業所内診療所、老人福祉施設内に開設されている診療所は除く。
注２：診療科目は、各診療所からの届け出のあったものを掲載しています。詳細は各診療所にお問い合わせください。

