
医療機関名 住所 電話番号

あいべ内科クリニック 宇部市船木683番地 69-2678

浅山眼科 宇部市常盤町一丁目1-4 21-2321

有好内科クリニック 宇部市東梶返三丁目9-21 39-6139

いけだ整形外科 宇部市昭和町一丁目4-7 35-0555

いそべ整形外科医院 宇部市松山町一丁目8-23 32-3320

いそやま泌尿器科クリニック 宇部市西岐波浜田1550-5 54-0170

いのくまこどもクリニック 宇部市西岐波大沢4535-5 51-0880

猪熊耳鼻咽喉科 宇部市中村三丁目5-22 35-8787

今村皮膚科形成外科 宇部市松山町一丁目8番22号 21-0816

内田内科消化器科 宇部市床波二丁目5-26 51-9323

うのしま内科クリニック 宇部市浜町二丁目11-15 34-1101

宇部記念病院 宇部市上町一丁目4-11 31-1146

宇部協立病院 宇部市五十目山町16-23 33-6111

宇部興産中央病院 宇部市西岐波750番地 51-9338

宇部仁心会病院 宇部市寿町三丁目2-26 31-3337

宇部第一病院 宇部市大字木田字中山田40ｰ20 62-1001

宇部西リハビリテーション病院 宇部市大字沖ノ旦797番地 45-2111

宇部リハビリテーション病院 宇部市西岐波区岩上229-3 51-3111

江本内科 宇部市神原町一丁目4-10 38-5126

沖中耳鼻咽喉科 宇部市岬町一丁目2-33 29-1133

オクダ内科循環器科 宇部市厚南中央一丁目2-66 44-4970

おぐらクリニック 宇部市常藤町4-26 38-2525

尾崎循環器内科 宇部市西岐波4695-1　 51-4970

小沢内科医院 宇部市琴芝町一丁目4-31 22-1515

尾中病院 宇部寿町一丁目3-28 31-2133

小野整形外科クリニック 宇部市西岐波山村2759-6 54-0357

おのだ放射線科クリニック 宇部市東小羽山町四丁目１－２ 22-0331

おばやま脳血管心臓病クリニック 宇部市南小羽山町二丁目19-13 21-2900

片倉病院 宇部市西岐波区岩上229-3 51-6222

かとう整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 宇部市大字東須恵1963番地 43-6900

金沢守クリニック 宇部市東岐波5689-4 58-3366

金子小児科 宇部市上町一丁目6-16 22-0006

上宇部外科 宇部市海南町2-12 21-8888

指定医療機関（高齢者のインフルエンザ）



かわかみ整形外科・小児科ｸﾘﾆｯｸ 宇部市野原一丁目5-5 37-3700

かわむらクリニック 宇部市大字東岐波3848-6 58-4970

北村クリニック 宇部市松山町二丁目6-32 21-5406

きばた小児科 宇部市東岐波1307-1 58-6333

きわなみ内科クリニック 宇部市西宇部南三丁目2番15号 41-1114

きわらクリニック耳鼻咽喉科 宇部市東岐波1053-6 59-1133

くが医院 宇部市東本町二丁目6-25 21-2087

くさの胃腸内科クリニック 宇部市大字東須恵1976番地１ 45-0333

くまがい眼科 宇部市東岐波花園2129-1 58-6006

栗栖クリニック 宇部市東岐波塩田1096-1 59-0116

くろいし内科クリニック 宇部市大字妻崎開作503-1 45-0005

くろかわクリニック 宇部市亀浦一丁目2-22 37-2255

厚南セントヒル病院 宇部市大字妻崎開作１０８番 44-2111

小林整形外科 宇部市西宇部南四丁目9番26号 41-8380

佐藤クリニック 宇部市常盤町一丁目4番25号 32-7500

さの脳神経内科クリニック 宇部市妻﨑開作107 43-6937

サンポプラ病院 宇部市明治町一丁目7-7 21-2864

シーサイド病院 宇部市東岐波字丸尾4322-1 58-5360

耳鼻咽喉科クリニカ厚南 宇部市厚南区中野751-18 41-1112

清水泌尿器科 宇部市浜町二丁目3-34 21-2600

末冨内科クリニック 宇部市厚南中央二丁目2-3 41-1231

鈴木小児科医院 宇部市今村北四丁目26番15号 51-1100

生協上宇部クリニック 宇部市海南町2-25 33-3395

セントヒル病院 宇部市今村北三丁目7番18号 51-5111

たお内科クリニック 宇部市島二丁目4-11 37-3310

高田外科医院 宇部市床波二丁目5番33-3号 51-9605

高嶺病院 宇部市大字善和187-2 62-1100

たはら整形外科 宇部市厚南区中野開作 44-1100

たるもと耳鼻咽喉科クリニック 宇部市東須恵1961-1 45-1187

土屋医院 宇部市上町二丁目3-11 33-8116

ときわクリニック 宇部市大字西岐波4739-2 51-3321

徳久内科医院 宇部市恩田町二丁目22-41 33-3372

床波内科 宇部市今村南一丁目2番40-5号 51-1313

永井レディースクリニック 宇部市厚南北五丁目2番45号 44-1644

永田消化器内科クリニック 宇部市恩田町四丁目2-17 21-2311



永谷眼科 宇部市島三丁目10-11 21-4060

なにわ皮膚科 宇部市相生町3-18 22-1617

波乗りｸﾘﾆｯｸ 宇部市東岐波丸尾4327番8 59-1173

なわたクリニック 宇部市大字沖ノ旦686-1 39-8737

名和田内科 宇部市居能町三丁目1-5 21-2496

西垣内医院 宇部市大字妻崎開作914-2 41-6200

西川医院 宇部市西岐波字岩上325番地1　 54-2525

西村外科医院 宇部市大字妻崎開作812-1 41-5010

ニシムラ内科 宇部市東岐波花園2151-2 59-2466

にしむら内科クリニック 宇部市山門四丁目1-27 35-0099

西宇部病院 宇部市際波248-1 41-8190

野中耳鼻科 宇部市西本町一丁目1-42 21-6006

のむら大腸肛門クリニック 宇部市妻崎開作83-1 44-0321

浜通りクリニック 宇部市東藤曲2-5-20 37-1238

はらぐち内科呼吸器科 宇部市明神町一丁目1-21 31-3100

はらだクリニック 宇部市恩田町五丁目8-5 31-7622

針間産婦人科 宇部市常盤町二丁目1-44 21-2373

ひうら整形外科クリニック 宇部市大字妻崎開作109 43-6611

ひがしきわ整形外科クリニック 宇部市東岐波字大津出5610-7 59-1717

久本皮ふ科医院 宇部市北琴芝二丁目10番10号 22-8221

開クリニック 宇部市開六丁目11-5 22-7272

ひらき内科 宇部市開一丁目3-3 22-8808

ひらた内科クリニック 宇部市若松町5-5 21-9880

廣重内科 宇部市床波二丁目3番6号 51-7100

ふくたクリニック 宇部市島三丁目8-13 32-5088

フジイ内科医院 宇部市西小串五丁目6-21 32-0760

藤田放射線科 宇部市琴芝町一丁目2-57 33-6677

ふじつ眼科 宇部市小串91-20 39-7777

藤野内科 宇部市寿町一丁目3-33 32-1521

藤本内科・脳神経内科 宇部市則貞五丁目5-7 29-1128

ふじもと内科胃腸科医院 宇部市東梶返四丁目7-7 32-3313

扶老会クリニック 宇部市船木８３３番地 67-1167

扶老会病院 宇部市船木８３３番地 67-1167

松岡小児科 宇部市西宇部南四丁目6番7号 41-8005

まつなが整形外科クリニック 宇部市西小串二丁目6-12 29-0008



三井外科医院 宇部市昭和町四丁目4-16 21-5111

水木神経内科医院 宇部市明治町二丁目5-7 31-9292

南園クリニック 宇部市昭和町一丁目2-15 22-3434

むべの里診療所 宇部市大字東須恵字大浴320-19 38-5675

むらかみこどもクリニック 宇部市大字東須恵字下四町開作1977-11 44-4976

村上内科胃腸科 宇部市西小串一丁目3-18 33-1118

森重整形外科 宇部市寿町二丁目8-16 35-7060

矢野外科医院 宇部市鍋倉町6-45 22-1001

山口宇部医療センター 宇部市大字東岐波685 58-2300

山口県立こころの医療センター 宇部市大字東岐波4002-2 58-2370

やまもとクリニック 宇部市黒石北三丁目1番53号 45-2599

山本内科 宇部市北琴芝二丁目12-12 21-1580

よしかわ脳神経外科クリニック 宇部市東小串二丁目1番6号 38-6010

吉永外科医院 宇部市錦町4-11 21-6560

よしもと小児科医院 宇部市中尾一丁目7-10 22-0555

わただ内科 宇部市寿町二丁目12-7 34-2611

わたなべクリニック 宇部市西小串六丁目5-50 39-7706

渡辺内科医院 宇部市松山町四丁目9-7 21-1869

わだ泌尿器科クリニック 宇部市沼一丁目1-23 37-6000









松谷医院→閉院のため削除

東整形外科→公表しないでほしい
（R4.11.14宇部市医師会を通じて連
絡あり。来年以降は広域名簿作成の
際に、県医師会へ連絡してもらう様
伝えた）


