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         二次健診等給付医療機関指定一覧表 

平成 31年 1月 1日現在  

 医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

下関署

管 内 

医療法人 長府病院 下関市長府中之町 2-4 083-245-1131 

医療法人其桃会 西尾病院 下関市竹崎町 1-16-3 083-223-8138 

医療法人星の里会 岡病院 下関市小月本町 2-15-20 083-282-0070 

たかおクリニック 下関市小月市原町 1-3 083-282-8040 

山﨑病院 （休止中） 下関市長府江下町 2-10 083-245-2222 

医療法人社団 千葉クリニック 
下関市豊田町大字中村字古市

6-1 
083-766-0501 

長府みらいクリニック 下関市長府才川 2-12-12 083-248-1666 

あめやまクリニック 下関市菊川町田部 1148-5 083-288-1000 

医療法人社団 若草会 木本クリニック 下関市豊北町大字阿川 3796-1 083-786-2626 

医療法人 浩堂会 松田内科クリニック 下関市彦島本村町 4-1-5 083-266-4666 

医療法人 葵同仁会 林クリニック 下関市王司上町 4-2-40 083-248-0255 

医療法人 長岡内科・画像診断クリニック 下関市田中町 1-13 083-223-5050 

しものせき内科循環器科クリニック 下関市王司上町 1-8-12 083-249-2288 

なごみクリニック 下関市菊川町大字田部 1202-1 083-288-0307 

宇部署

管 内 

医療法人社団 宇部興産中央病院 宇部市大字西岐波 750 0836-51-9968 

社会医療法人 尾中病院 宇部市常盤町 2-4-5 0836-31-2133 

医療法人 ひらき内科 宇部市開 1-3-3 0836-22-8808 

医療法人社団コスモス会 オクダ内科循環器科 宇部市厚南中央 1 丁目 2-66 0836-44-4970 

いとうクリニック 山陽小野田市厚狭 951-1 0836-72-0033 

独立行政法人労働者健康福祉機構 山口労災病院 山陽小野田市大字小野田 1315-4 0836-83-2881 

山陽小野田市民病院 山陽小野田市大字東高泊 1863-1 0836-83-2355 

医療法人社団輝斉会 森田病院 山陽小野田市赤崎 2-10-1 0836-88-0137 

医療法人社団信愛会 瀬戸病院 山陽小野田市稲荷町 11-20 0836-83-2292 

医療法人社団長明会 長沢病院 山陽小野田市中央 1-5-26 0836-83-3000 

医療法人社団民正会 たみたに内科循環器科 山陽小野田市大字鴨庄 11-3 0836-72-4970 

医療生活協同組合健文会 生協小野田診療所 山陽小野田市くし山 1-17-20 0836-84-2533 

医療法人隆正会 吉武内科クリニック  山陽小野田市大字厚狭 1040-1 0836-73-0095 
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 医療法人社団 あいべ内科クリニック 宇部市大字船木 683 0836-69-2678 

中島内科在宅診療所 
山陽小野田市日の出三丁目

15-12 
0836-83-3910 

中元医院 美祢市伊佐町伊佐 4847－1 0837-53-0323 

徳山署

管 内 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 

徳山中央病院 
周南市孝田町 1-1 0834-28-4411 

地域医療支援病院 

オープンシステム徳山医師会病院 
周南市東山 6-28 0834-31-2350 

医療法人緑山会 鹿野博愛病院 周南市大字鹿野下 1161-1 0834-68-2233 

医療法人周友会 徳山病院 周南市新宿通 1-16 0834-21-3750 

一般社団法人日本健康倶楽部 山口支部診療所 周南市若宮町 1 丁目 51 0834-32-3694 

下松署

管 内 

山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 柳井市古開作 1000-1 0820-22-3456 

東洋鋼鈑診療所 下松市大字東豊井 1289-1 0833-41-0300 

医療法人 緑山会 下松中央病院 下松市古川町 3-1-1 0833-41-3030 

医療法人陽光会 光中央病院 光市島田 2-22-16 0833-72-0676 

医療法人光輝会 光輝病院 
熊毛郡平生町大字佐賀字鳩ヶ峯

2-77 
0820-58-1111 

医療法人 光輝会 平生クリニックセンター 
熊毛郡平生町大字平生町字角浜

569-12 
0820-56-2000 

医療法人真和会 松村医院 周南市大字呼坂 1-3 0833-91-0303 

社会医療法人同仁会 周南記念病院 下松市生野屋南 1-10-1 0833-45-3330 

さんふらわあクリニック 下松市琴平町二丁目 11-2 0833-44-5678 

岩国署

管 内 

独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター 岩国市愛宕町 1-1-1 0827-34-1000 

医療法人 錦病院 岩国市錦見 7-15-7 0827-41-0177 

山口署

管 内 

山口県立総合医療センター 防府市大字大崎 77 0835-22-4411 

医療法人博愛会 山口博愛病院 防府市お茶屋町 2-12 0835-22-2310 

秋本医院 防府市石ヶ口町 1-10-18 0835-22-5152 

医療法人玲明会 大腸クリニック・かわむら内科 防府市大字高井 313-1 0835-22-7520 

医療法人 亀田医院 山口市徳地堀 1746 0835-52-1355 

財団法人防府消化器病センター 防府胃腸病院 防府市駅南町 14-33 0835-22-3339 

寿町クリニック 防府市寿町３－１９ 0835-27-5577 
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美祢市立美東病院 美祢市美東町大字大田 3800 083-962-0515 

山口県済生会山口総合病院 山口市緑町 2-11 083-922-2430 

山口県厚生農業協同組合連合会 

小郡第一総合病院 
山口市小郡下郷 862-3 083-972-0333 

医療法人清仁会 林病院 山口市小郡下郷 751-4 083-972-0411 

医療法人協愛会 阿知須共立病院 山口市阿知須 4841-1 0836-65-2200 

医療法人樹一会 山口病院 山口市駅通り 2-10-7 083-922-1191 

医療法人社団 曙会 佐々木外科病院 山口市泉都町 9-13 083-923-8811 

医療法人社団水生会 柴田病院 山口市大内矢田北 5丁目 11-21 083-927-2800 

医療法人 かむらクリニック 山口市小郡下郷 307-2 083-972-2513 

医療法人社団青藍会 あんの循環器内科 山口市吉敷中東１丁目 1-1 083-924-1151 

済生会湯田温泉病院 山口市朝倉町 4-55 083-932-3311 

医療法人小林外科医院 小林哲郎診療所 山口市小郡下郷 1727 083-973-3310 

公益財団法人 山口県予防保健協会 山口市吉敷下東 3丁目 1-1 083-933-0008 

しおみ循環器内科 山口市下堅小路 65－1 083-922-4031 

萩  署

管 内 

山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 長門市東深川 85 0837-22-2222 

医療法人 全眞会病院 萩市大字山田字西沖田 4807-3 0838-22-4106 

医療法人医誠会 都志見病院 萩市大字江向 413-1 0838-22-2811 

玉木病院 萩市瓦町 1番地 0838-22-0030 

木村クリニック 長門市油谷新別名 953-2 0837-32-0008 

医療法人社団 めづき医院 萩市大字土原 370-1 0838-22-2248 

医療法人 花宮医院 萩市平安古町 305-3 0838-25-8738 

医療法人 河野医院 萩市大井 1723-1 0838-28-0321 

医療法人社団慈生会 萩慈生病院 萩市大字山田４１４７－１ 0838-25-6622 

萩むらた病院 萩市大字今古萩町 30番地の 1 0838-25-9170 

 


