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肝疾患専門医療機関一覧
○広島県肝疾患診療支援ネットワーク専門医療機関
二次医療圏

医療機関名

所在地
広島市南区宇品神田

県立広島病院

1-5-54

令和元年 10 月現在

電話番号
082-254-1818

地方独立行政法人広島
市立病院機構

広島市立 広島市中区基町 7-33

082-221-2291

広島市民病院
広島赤十字・原爆病院
国立大学法人
広島大学病院
ＪＲ広島病院
地方独立行政法人広島
市立病院機構
広島市立安佐市民病院

広島市中区千田町 1-9-6

082-241-3111

広島市南区霞 1-2-3

082-257-5555

広島市東区二葉の里
３-１-３６
広島市安佐北区可部南
2-1-1

082-262-1171

082-815-5211

社会福祉法人恩賜財団
広島県済生会
広島

安芸郡坂町北新地 2-3-10

082-884-2566

広島市中区大手町 3-4-27

082-241-8221

安芸郡府中町青崎南 2-15

082-565-5000

済生会広島病院
中国電力株式会社
中電病院
マツダ株式会社
マツダ病院
医療法人社団 育仁会
川上消化器内科
クリニック

医療法人 吉川医院

広島市中区八丁堀 4-24
キュラーズ女学院前 2F
広島市安佐北区大林
1-21-34

医療法人

広島市佐伯区五日市中央

舛田内科・消化器科

5-8-17

国家公務員共済組合連合会
広島記念病院
広島逓信病院
医療法人あかね会
土谷総合病院

082-211-2323

082-818-2501
082-943-5015

広島市中区本川町 1-4-3

082-292-1271

広島市中区東白島町 19-16

082-224-5355

広島市中区中島町 3-30

082-243-9191
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二次医療圏

医療機関名
医療法人社団うすい会

広島

広島西

高陽ニュータウン病院

電話番号

広島市安佐北区亀崎 4-7-1

082-843-1211

医療法人恒和会

広島市安芸区船越南三丁目

松石病院

２３-３

広島県厚生農業協同組合
連合会 廣島総合病院
独立行政法人国立病院機構
呉医療センター
独立行政法人労働者健康
安全機構

呉

所在地

中国労災病院

国家公務員共済組合連合会
呉共済病院

082-823-0003

廿日市市地御前 1-3-3

0829-36-3111

呉市青山町３-１

0823-22-3111

呉市広多賀谷 1-5-1

0823-72-7171

呉市西中央 2-3-28

0823-22-2111

呉市三条 2-1-13

0823-21-1601

東広島市西条町寺家 513

082-423-2176

社会福祉法人恩賜財団済
生会支部

広島県済生会

済生会呉病院
独立行政法人国立病院機構
広島中央

東広島医療センター
県立安芸津病院
総合病院

尾三

三原赤十字病院
広島県厚生農業協同組合
連合会

尾道総合病院

独立行政法人国立病院機構
福山医療センター
福山市民病院
医療法人社団
日本鋼管福山病院
福山・府中 公立学校共済組合
中国中央病院
医療法人すこやか会

東広島市安芸津町三津
4388

0846-45-0055

三原市東町 2-7-1

0848-64-8111

尾道市平原 1-10-23

0848-22-8111

福山市沖野上町 4-14-17

084-922-0001

福山市蔵王町 5-23-1

084-941-5151

福山市大門町津之下 1844

084-945-3106

福山市御幸町大字上岩成
148-13

084-970-2121

福山市西深津町４-２-50

084-927-4858

府中市府川町 368-1

0847-46-3500

総合病院庄原赤十字病院

庄原市西本町 2-7-10

0824-72-3111

市立三次中央病院

三次市東酒屋町 10531

0824-65-0101

森近内科
医療法人社団慶正会
奥野内科医院

備北
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○広島県肝疾患診療支援ネットワーク専門医療機関以外の専門医療機関
二次医療圏

医療機関名
医療法人社団仁鷹会

広島市中区国泰寺町

たかの橋中央病院

2-4-16

なかむら内科クリニック
医療法人

岡本内科消化

器科クリニック
国家公務員共済組合連合会
吉島病院
広島原爆障害対策協議会
健康管理・増進センター

広島

所在地

広島市中区大手町 1-1-20
相生橋ビル 9Ｆ

電話番号
082-242-1515
082-545-1199

広島市中区光南 1-15-5

082-245-3649

広島市中区吉島東 3-2-33

082-241-2167

広島市中区千田町 3-8-6

082-243-2451

はしもと内科

広島市中区吉島東 1-27-20 082-244-5577

ひらお循環器消化器

広島市中区舟入幸町 4-2

クリニック

クリニックモール舟入 3F

広島ステーション

広島市東区若草町 11-2

クリニック

グランアークテラス 3F

医療法人俊和会

広島市南区仁保新町

岡田クリニック

1-9-12

医療法人社団

古川医院

おちうみ内科消化器
クリニック

082-532-2611
082-568-1007
082-282-1565

広島市南区東雲本町 1-1-2

082-281-7889

広島市南区西旭町 8-8

082-253-1316

医療法人社団

広島市南区京橋町

佐々木内科クリニック

1-2-201

高杉クリニック

広島市南区松原町 3-1-206 082-261-3556

三上内科医院

広島厚生病院

洪内科・消化器科医院

広島市南区松原町 3-1
EKICITY HIROSHIMA 2F
広 島 市 南 区 仁 保 新 町
1-5-13
広島市西区都町 23-14
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082-263-6633

082-263-1745

082-286-6111

082-503-1181

二次医療圏

医療機関名

電話番号

福島生協病院

広島市西区福島町 1-24-7

082-292-3171

平岡内科クリニック

広島市西区横川町 2-7-19

082-503-2107

広島大腸肛門クリニック
さなだ内科クリニック
医療法人つばさ
廣本クリニック

広島市西区庚午南
1-35-21
広島市安芸区瀬野
2-12-11
広島市安芸区矢野南 3-1-2

医療法人

広島市安芸区船越南

あいクリニック

2-18-19

広島市医師会運営
安芸市民病院
西医院

広島

所在地

広島市安芸区畑賀 2-14-1
広島市安佐南区大町東
1-2-24

ふじた消化器内科

広島市安佐南区中筋

クリニック

4-13-15

広 島 医 療 生 活 協 同 組 合 広島市安佐南区中須
広島共立病院
西原なかむらクリニック
宮武医院
日高内科医院

野村病院

2-20-20
広島市安佐南区西原
8-1-15-302
広島市安佐南区東野
3-7-17
広島市安佐南区上安
2-32-21
広島市安佐南区祇園
２-４２-１４

医療法人社団きらら友正会 広島市安佐北区亀山西
勝木台クリニック
堀川内科胃腸科消化器科
松原医院

1-2-1
広島市安佐北区深川
3-11-20
広島市安佐北区三入
3-16-22

医療法人

広島市安佐北区可部南

長久堂野村病院

4-17-30
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082-507-1555
082-820-3001
082-888-5077
082-822-0080
082-827-0121
082-877-1110
082-870-6688
082-879-1111
082-874-1333
082-870-1100
082-872-3232

082-875-1111

082-819-0333
082-842-7533
082-818-6363
082-815-2882

医療機関名

二次医療圏

所在地

電話番号

医療法人社団あと会
なかお内科消化器呼吸器 広島市安佐北区落合南
クリニック

横山外科胃 1-11-22

082-843-1212

腸科
小松内科クリニック
こどい内科クリニック
たかいしクリニック
医療法人社団清風会
広島

五日市記念病院
医療法人社団
小山田内科医院
岡原内科皮ふ科
クリニック
ちえ内科クリニック

広島市佐伯区八幡東
3-28-17 クロスロード 4Ｆ
広島市佐伯区八幡東
2-28-54
広島市佐伯区坪井
1-21-43

安芸郡府中町鹿籠 2-13-6

082-281-0807

安芸郡府中町大須 1-19-19 082-561-0303
安芸郡海田町幸町 8 番 14-3 082-847-6500

医療法人 増田ファミリー 安芸高田市甲田町高田原
1474-3

広島県厚生農業協同組合 安芸高田市吉田町吉田
連合会

広島西

吉田総合病院

3666

0826-45-7711
0826-45-2031
0826-42-0636

網本内科消化器科医院

廿日市市平良 2-10-37

0829-34-3434

おおくぼ内科

廿日市市永原 1235-1

0829-74-3400

大竹市玖波 4-1-1

0827-57-7151

独立行政法人国立病院機構
広島西医療センター

医療法人

藤原内科医院

医療法人青山会
広島中央

082-943-7307
082-924-2211

1451

クリニック

082-928-1112

広島市佐伯区倉重１-95

政永内科・まさなが歯科 安芸高田市甲田町高田原
クリニック

082-928-2828

西条中央病院
独立行政法人国立病院機構
賀茂精神医療センター
寺家内科クリニック

東広島市西条町御薗宇
2421-4

082-422-6262

東広島市西条昭和町 12-40

082-423-3050

東広島市黒瀬町南方 92

0823-82-3000

東広島市西条町寺家
6621-1
5

082-493-8555

二次医療圏

医療機関名
医療法人社団樹章会
本永病院

広島中央

医療法人社団

田村医院

医療法人楽生会
馬場病院
姫野内科医院
医療法人社団
なかしお内科クリニック
みつの内科消化器
クリニック
医療法人
呉

かわの内科胃腸科
呉芸南病院
医療法人社団仁徳会
宮原通りクリニック

東広島市西条岡町 8-13
豊田郡大崎上島町明石
2700

電話番号
082-423-2666
0846-63-0311

竹原市下野町 1744

0846-22-2071

呉市東中央 4-5-25

0823-22-3355

呉市広駅前 1-1-10

0823-74-8181

呉市広中新開 1-11-9

0823-71-7018

呉市本町 4-2

0823-25-1411

呉市阿賀中央 6-7-24

0823-72-1155

呉市宮原 11-3-14

0823-20-0777

土本内科消化器科医院

呉市伏原 1-3-18T ビル 2F 0823-22-7500

島の病院おおたに

江田島市能美町中町 4711

0823-45-0303

三原市円一町 2-5-1

0848-63-5500

あさだ内科

三原市宮浦 5-16-23

0848-61-5688

三菱三原病院

三原市糸崎 3-3-1

0848-62-7331

三原市城町 3-7-1

0848-63-5088

三原市城町 1-14-14

0848-64-1212

三原市明神 2-11-7

0848-81-0311

三原市本郷南 7-15-13

0848-86-3706

三原市須波ハイツ 2-3-10

0848-69-1888

三原市下北方 1-7-30

0848-86-6780

社会医療法人里仁会
興生総合病院

医療法人社団杏仁会
松尾内科病院
医療法人清幸会
尾三

所在地

三原城町病院
医療法人
木曽胃腸科内科
木下内科医院
医療法人宗斉会
須波宗斉会病院
医療法人仁康会
本郷中央病院
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二次医療圏

医療機関名
医療法人社団
平櫛内科医院
医療法人社団博典会
檀上医院

尾三

医療法人社団重松会
松本病院
尾道市立市民病院
因島医師会病院

所在地

電話番号

尾道市栗原東 2-4-32

0848-22-9748

尾道市西御所町 9-9

0848-22-3861

尾道市久保 3-14-22

0848-37-2400

尾道市新高山
3-1170-177

0848-47-1155

尾道市因島中庄町 1962

0845-24-1210

福山市水呑町 2030-3

084-956-1351

こじょう内科

福山市南手城町 1-15-3

084-932-7680

土屋内科医院

福山市東手城町 3-11-16

084-941-1754

もりかわ内科クリニック

福山市東手城町 1-3-11

084-983-0088

福山市御門町 3-3-15

084-923-1939

福山市奈良津町 3-1-1

084-922-6139

福山市北吉津町 3-11-16

084-925-1060

福山市神辺町新湯野 41-5

084-963-3507

福山市神辺町平野 121-5

084-963-3127

いしおか医院

福山市大門町 3-19-14

084-946-5100

菊地内科

福山市千田町 2-47-6

084-961-1115

石川医院

福山市芦田町下有地 986

084-958-3931

福山市曙町 3-19-18

084-954-3030

福山市鞆町鞆 323

084-982-2431

福山市南蔵王町 6-4-13

084-940-5051

医療法人豊永会
小林医院

医療法人社団
日野ホームクリニック
医療法人社団明健会
冨永内科医院
平川内科医院
福山・府中 さかい内科
医療法人

まが医院

医療法人蒼生会
楠本病院
藤井病院
医療法人恵摂会
森田内科クリニック
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二次医療圏

医療機関名
医療法人叙叙会

電話番号

福山市南蔵王町 5-14-5

084-943-7171

福山市西町 1-4-1

084-926-0221

福山市多治米町 2-14-12

084-953-8292

福山市瀬戸町長和 185-3

084-951-2201

福山市野上町 2-10-29

084-925-2567

福山市野上町 1-7-8

084-928-5500

福山市野上町 2-8-2

084-923-1133

福山市伊勢丘６-1-30

084-948-9123

福山市神辺町道上 1-17

084-962-3633

福山市東深津町 3-23-46

084-943-5000

福山市加茂町大字加茂 993

084-972-3355

府中市中須町 1694

0847-40-0780

府中市鵜飼町 699-10

0847-45-5310

河村内科

府中市府中町 838-3

0847-47-6300

三上クリニック

庄原市東城町東城 375-5

0847-72-1151

河本内科クリニック

庄原市板橋町 164-4

0824-75-0311

庄原市東城町川東 163-7

08477-2-0023

福山第一病院
医療法人社団敬明会
佐藤胃腸科医院
医療法人まこと会
クリニック和田
医療法人社団恵仁会
福田内科小児科
医療法人社団まこと会
神辺内科
医療法人辰川会
山陽腎クリニック
医療法人辰川会
福山・府中 山陽病院
永原内科クリニック
医療法人社団

清和会

柴田内科
井上病院
医療法人社団

いなほ会

せら医院
医療法人社団千和会
ほそや内科クリニック
医療法人

備北

所在地

佐野内科医院

医療法人社団千手会
瀬尾医院

※県外の広島県指定専門医療機関については、次の県ホームページを御参照ください。

・トップページ＞分類でさがす＞健康・福祉・子育て＞健康・医療＞医 薬 品 ・ 医 療 機
器・献 血・薬 物 乱 用・肝 炎 対 策・温 泉・家 庭 用 品 に 関 す る こ と な ら ＞肝炎＞肝
炎対策／肝炎治療費助成制度について
・トップページ＞組織でさがす＞健康福祉局＞薬務課＞肝炎＞肝炎対策／肝炎治療費助
成制度について
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