2018/5/1現在

大分県
指定医番号

市町村

氏名

担当する診療科名

難病指定医一覧
主たる勤務先の医療機関名

医療機関
郵便番号

医療機関所在地

44Ｓ0100013 大分市 藤本 伸

内科・神経内科

オアシス第一病院

870-0103

大分市東鶴崎３丁目３番１９号

44Ｓ0100015 大分市 丸山 啓子

内科・神経内科

オアシス第一病院

870-0103

大分市東鶴崎３丁目３番１９号

44Ｓ0100016 大分市 日野 裕子

内科・神経内科

オアシス第二病院

870-0103

大分市東鶴崎２丁目３番３０号

44Ｓ0100024 大分市 佐藤 洋介

神経内科 内科

さとう神経内科・内科クリニック

870-0952

大分市下郡北１－４－１４

870-0818

大分市新春日町１－１－２９

医療法人ライフサポート明和記念病院

870-0165

大分市明野北１丁目２番１７号

44Ｓ0100055 大分市 井野邉 純一 神経内科

医療法人畏敬会井野辺病院

870-0862

大分市大字中尾字平２５５番地

44Ｓ0100071 大分市 森 美由紀

神経内科

医療法人健裕会永冨脳神経外科病院

870-0820

大分市西大道２丁目１番２０号

44Ｓ0100164 大分市 姫野 浩毅

内科 神経内科

社会医療法人敬和会在宅支援クリニックすばる 870-0147

大分市大字小池原１０２１

44Ｓ0100238 大分市 松室 健士

神経内科

大分記念病院

870-0854

大分市羽屋９組５

44Ｓ0100249 大分市 法化図 陽一 神経内科

大分県立病院

870-8511

大分市大字豊饒４７６番地

44Ｓ0100316 大分市 荒川 竜樹

大分赤十字病院

870-0033

大分市千代町３－２－３７

44Ｓ0100039 大分市 吉留 宏明
44Ｓ0100045 大分市 麻生 昭子

内科・神経内科・リハビリ
よしどめ内科・神経内科クリニック
テーション科
神経内科

神経内科

指定医番号

市町村

氏名

担当する診療科名

主たる勤務先の医療機関名

医療機関
郵便番号

医療機関所在地

44Ｓ0100336 大分市 姫野 隆洋

神経内科

大分赤十字病院

870-0033

大分市千代町３－２－３７

44Ｓ0100413 大分市 徳永 紘康

神経内科

大分県立病院

870-8511

大分市大字豊饒476番地

44Ｓ0100430 大分市 長尾 紳一郎 内科 神経内科 精神科

医療法人謙誠会博愛診療所

870-0868

大分市大字野田818番地

44Ｓ0100438 由布市 薮内 健一

神経内科

大分大学医学部附属病院

879-5593

由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地

44Ｓ0100474 大分市 若林 礼浩

脳神経外科、神経内科

若林脳神経外科クリニック

870-0307

大分市坂ノ市中央３丁目１３番２９号

44Ｓ0100510 大分市 武井 潤

神経内科

大分県立病院

870-8511

大分市大字豊饒476番地

こだま脳神経外科クリニック

874-0919

別府市石垣東８－２－３５

44Ｓ0200003 別府市 児玉 晋一

脳神経外科・神経内科・
リハビリテーション科

44Ｓ0200006 別府市 安部 明夫

神経内科

安部第一医院

874-0905

別府市上野口町３番４０号

44Ｓ0200012 別府市 中里 興文

精神科、神経内科

医療法人山本記念会山本病院

874-0930

別府市光町１４番３号

44Ｓ0200076 別府市 今居 裕淑

神経内科

国家公務員共済組合連合会新別府病院

874-0833

別府市大字鶴見３８９８番地

44Ｓ0200090 別府市 迫 祐介

神経内科

国家公務員共済組合連合会新別府病院

874-0833

別府市大字鶴見３８９８番地

874-0828

別府市山の手町１４－３０

874-0828

別府市山の手町１４の３０

44Ｓ0200095 別府市 村上 俊一
44Ｓ0200096 別府市 久保 郁子

神経内科、内科、リハビリ
村上神経内科クリニック
テーション科
神経内科

村上神経内科クリニック

指定医番号

市町村

氏名

担当する診療科名

主たる勤務先の医療機関名

医療機関
郵便番号

医療機関所在地

44Ｓ0200129 別府市 後藤 勝政

神経内科

独立行政法人国立病院機構西別府病院

874-0840

別府市大字鶴見４５４８番地

44Ｓ0200135 別府市 島﨑 里恵

神経内科

独立行政法人国立病院機構西別府病院

874-0840

別府市大字鶴見４５４８番地

44Ｓ0200136 別府市 石川 知子

神経内科

独立行政法人国立病院機構西別府病院

874-0840

別府市大字鶴見４５４８番地

44Ｓ0200139 別府市 中村 憲一郎 神経内科

独立行政法人国立病院機構西別府病院

874-0840

別府市大字鶴見４５４８番地

44Ｓ0200146 別府市 光尾 邦彦

神経内科

独立行政法人国立病院機構別府医療センター

874-0011

別府市大字内竈１４７３番地

44Ｓ0400010 日田市 日野 英忠

内科・神経内科

医療法人蒼龍会日野内科

877-1232

日田市大字三和３９－１

医療法人百花会 上野公園病院

877-0062

日田市高瀬2226-1

44Ｓ0400050 日田市 長野 浩志

精神科、心療内科、神経
内科

44Ｓ0500069 佐伯市 天野 優子

内科（神経内科）

長門記念病院

876-0835

佐伯市鶴岡町1-11-59

44Ｓ1100004 宇佐市 石井 とも子

神経内科、内科

医療法人弘陽会小野内科病院

879-0231

宇佐市大字南敷田７０５番地の１

44Ｓ1300017 由布市 松原 悦朗

神経内科

大分大学医学部附属病院

879-5593

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

かみだ脳神経クリニック

870-1144

大分市大字鴛野１０２８－１

44Ｓ1300022 大分市 上田 徹

脳神経外科、神経内科、
リハビリテーション科

44Ｓ1300047 由布市 木村 成志

神経内科

大分大学医学部附属病院

879-5593

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

44Ｓ1300057 大分市 花岡 拓哉

神経内科

大分県立病院

870-8511

大分市大字豊饒４７６番地

指定医番号

市町村

氏名

担当する診療科名

主たる勤務先の医療機関名

医療機関
郵便番号

医療機関所在地

44Ｓ1300072 由布市 竹丸 誠

神経内科

大分大学医学部附属病院

879-5593

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

44Ｓ1300090 大分市 石橋 正人

神経内科

大分県立病院

870-8511

大分市大字豊饒４７６番地

44Ｓ1300098 由布市 麻生 泰弘

神経内科

大分大学医学部附属病院

879-5593

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

44Ｓ1300111 大分市 森 敏雄

神経内科

大分赤十字病院

870-0033

大分市千代町3－2－37

879-5511

由布市挾間町古野263番地1

879-5593

由布市挾間町医大ヶ丘1-1

879-5593

由布市狹間町医大ヶ丘1丁目1番

44Ｓ1300119 由布市 八坂 成暁
44Ｓ1300153 由布市 軸丸 美香
44S1300201

由布市 木村 有希

44Ｓ1400005

国東市 松原 博史

内科 呼吸器内科 循環
器内科 消化器内科 神 川崎内科
経内科 リハビ
リテーション科 放射線科
神経内科
大分大学医学部附属病院
神経内科

大分大学医学部附属病院

神経内科・循環器内科・
医療法人眞和会松原医院
呼吸器内科・内科・小児科

873-0412

国東市武蔵町古市１１２番地１

