
地域医療支援病院登録医名簿

住所

あ 青木耳鼻咽喉科クリニック 広島市佐伯区五日市4-4-27

青崎いぶきクリニック 広島市南区東青崎町1-19-17

あおぞら健診・内科クリニック 広島市中区三川町1-20　8F

あおぞら診療所 広島市佐伯区千同1-25-10-2

あかりホームケアクリニック 広島市中区舟入南1-4-50

秋本クリニック 広島県安芸郡海田町稲町3-34

秋山クリニック 広島市安佐南区大町東2-12-24

芥川産婦人科医院 広島市南区的場町1-5-4

あさお医院 広島市中区江波南1-7-17

安佐南内科リウマチ科クリニック 広島市安佐南区伴東5-21-35

安佐南在宅・痛みのクリニック 広島市安佐南区川内2-20-21

天野医院 広島市中区西白島町7-31

網岡内科医院 広島市西区草津東1-7-2

新井内科 広島市南区京橋町7番18号

い いくた内科医院 広島市佐伯区海老園1-8-26

いくたに内科クリニック 広島市東区戸坂山根1-24-23

いけだ放射線科胃腸科 広島市中区羽衣町11-2

石岡内科クリニック 広島市中区紙屋町2-2-6　5F

石川胃腸科医院 広島市安佐南区緑井4-25-7

石田医院 広島市西区庚午中3-1-1

石田耳鼻咽喉科医院 広島市南区旭2-4-28

石田診療所 広島市南区的場町1-8-19

石田内科 広島市西区己斐上2-11-3

石田内科小児科医院 広島市南区旭2丁目4-1

石橋クリニック 広島市西区西観音町23-18

石橋内科医院 広島市西区井口鈴が台1-4-6

和泉内科消化器医院 広島市安佐南区沼田町伴東5-19-25-3

五日市やまもと眼科 広島市佐伯区五日市駅前2-18-32

斎整形外科 広島市西区己斐本町Ⅰ-5-5

井槌産婦人科 広島市中区鉄砲町9-24

いでした内科・神経内科クリニック 広島市安佐北区口田3-31-11

いとうクリニック 広島市西区庚午南1-35-13

伊藤内科医院 広島市安佐南区伴中央4-7-10

伊藤内科医院 広島市中区白島九軒町15-7

いながわ内科胃腸科 広島市安佐南区東野2-28-26

井上内科・胃腸科 広島市西区観音新町2-3-9

井上内科医院 広島市南区宇品神田2-15-3

いのうえ内科脳神経クリニック 広島市中区舟入川口町5-7

いるかクリニック 広島市安佐南区相田1-3-18

岩本医院 広島市西区井口明神1-9-2

岩本内科循環器科 広島市佐伯区五日市駅前3-4-17

う 上田耳鼻咽喉科 広島市東区温品6-3-15

上田循環器　八丁堀クリニック 広島市中区八丁堀14-7　八丁堀宮田ビル5F

上村医院 広島市中区住吉町8-19

うさがわクリニック 広島市中区幟町14-16　2F

牛田病院附属牛田クリニック 広島市東区牛田本町1-5-14

内田クリニック 広島市中区袋町4-3　滝口ビル5F

ウラベ医院 広島市西区観音町6-2

え 江草玄士クリニック 広島市中区八丁堀12-4

榎木内科・循環器科医院 広島市中区江波南町1-39-9

病院名
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えもり内科クリニック 広島市西区庚午南2-35-23

お 大岩内科 広島市中区鉄砲町2-6

おおうち病院 広島市中区大手町3-7-11

大瀬戸内科 安芸郡熊野町出来庭2-18-11

大田クリニック整形外科 広島市中区富士見町4-27

大槻外科医院 広島市南区大州3-9-15

大手町こぶけ内科クリニック 広島市中区大手町3-1-11平野ビル1F

大中医院 広島市安佐南区沼田町阿戸2811-1

大成呼吸器クリニック 広島市中区八丁堀14-1

おおひら内科クリニック 広島市西区己斐上1-11-36

大村クリニック 広島市佐伯区新宮苑3-32

大村内科医院 広島市南区北大河町13-1

大本内科 広島市安佐南区上安2-4-36

おかはた小児科クリニック 広島市南区段原南1-1-22

岡本内科消化器科クリニック 広島市中区光南1-15-5

小川内科 広島市中区江波西2-33-20

小沢医院 広島市東区温品6-3-13

おしりおなかクリニック八丁堀 広島市中区鉄砲町10-13

小田クリニック 広島市中区鉄砲町6-11

小田内科 広島市西区三篠町1-2-29

おだ内科クリニック 広島市中区幟町13-4

おちうみ内科消化器クリニック 広島市南区西旭町8-8

おち眼科 広島市安佐南区山本1-5-15

落久保外科循環器内科クリニック 広島市西区己斐本町3-2-8

小野耳鼻咽喉科 広島市安芸区矢野東4-1-6

小野内科循環器科医院 広島市西区中広町2-28-10

おやまクリニック　リウマチ科・内科 広島市中区白島北町10-10

小山田内科医院 広島県安芸郡府中町鹿籠2-13-6

折口内科医院 広島市中区吉島東1-4-16

おりづるクリニック 広島市中区十日市2-10-18

か かいせいクリニック 広島市中区鉄砲町5-7　

海田よつ葉クリニック 広島県安芸郡海田町榮町5-32

甲斐内科・漢方内科クリニック 広島市中区大手町2-7-2-5F

かがわファミリークリニック 広島市安佐南区西原2-32-19

梶谷整形外科 広島市中区舟入南4-14-10

梶山内科 広島市中区十日市町1-2-22

梶山内科 広島市中区三川町2-1

数佐内科胃腸科 広島市安佐南区山本4-26-23

香月産婦人科 広島市西区己斐本町2-14-24

かとう外科胃腸科 広島市安佐南区八木2-3-6

加藤内科クリニック 広島市佐伯区五日市1-5-61

カドモト医院 広島市西区横川町1-3-11

金谷医院 広島市東区福田1-724-1

金林耳鼻咽喉科 広島市中区大手町4-1-1大手町平和ビル1F

かなはら医院 広島市安佐南区大町西1-1-10

かねはら内科・呼吸器クリニック 広島市西区楠木町3-1-10

かみつな内科医院 広島市南区宇品東2-2-12

神安内科クリニック 広島市安佐南区大町東1-8-25

上安はるのひ心療内科 広島市安佐南区上安2-29-3-2F

白島中央クリニック 広島市中区東白島町15-8-2F
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川口耳鼻咽喉科クリニック 広島市中区八丁堀1-12-7F

かわごえ循環器内科 広島市中区上幟町3-11-101

かわした泌尿器科クリニック 広島市安佐南区東原1-1-2

川村内科 広島市中区光南1-5-10

河村内科消化器クリニック 広島市中区大手町1-6-1

川本耳鼻咽喉科医院 広島市南区宇品神田1-1-3

川本内科呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ 広島市西区東観音町5-6

観音中村クリニック 広島市西区観音7-14-20-2F

き 祇園わだ内科クリニック 広島市安佐南区祇園3-13-28

絹谷産婦人科 広島市本通8-23　４F

木下クリニック 広島市西区観音本町2-3-1

木下循環器・内科 広島市南区東雲本町2-7-10

木村神経科内科クリニック 広島市中区榎町3-1

京口門クリニック 広島市中区八丁堀12-10

く くしだ耳鼻咽喉科 広島市安芸区中野3-9-6

くしろ外科胃腸科クリニック 広島市西区三篠北町19-27ｲｹﾀﾞﾋﾞﾙ5Ｆ

くすのきクリニック 広島市西区楠木町4-16-14

くにき内科 広島市中区大手町3-6-12

久保田内科クリニック 広島市西区井口台2-23-32

くまもと内科胃腸科 広島市中区大手町1-5-2

クリニックいけだ 広島市安佐南区祇園1-14-10

黒川クリニック 広島市中区西白島町20-15　3F

桑原医院 広島市安佐南区八木2-13-27

桑原循環器内科クリニック 広島市安佐南区祇園2-26-8

け 健康倶楽部　健診クリニック（内科） 広島市中区大手町3-7-5

こ こうち内科胃腸科 広島市西区横川新町13-22

黄内科医院 広島市佐伯区藤の木1-31-12

洪内科・消化器科医院 広島市西区都町23-11

河野産婦人科クリニック 広島市中区紙屋町2-2-25大野ﾋﾞﾙ５F

こうの脳神経外科クリニック 広島市中区西白島町16-17

河毛クリニック 広島市安佐南区中筋3-28-13中筋駅前ﾋﾞﾙ２F

河面内科医院 広島市中区富士見町5-6

高陽第一診療所 広島市安佐北区落合1-14-9

こころ・やのファミリークリニック 広島市安佐南区伴南4-1-10

コールメディカルクリニック広島 広島市西区古田台2-12-9

小島クリニック 広島市安佐南区祇園4-8-5

児玉医院 広島市安佐南区祇園4-50-24

小林内科胃腸科医院 広島市西区庚午北2-18-12

小武家放射線科胃腸科医院 広島市中区銀山町11-27

小松内科クリニック 広島市佐伯区八幡東3-28-17

近藤小児科内科医院 広島市安佐南区山本1-19-36

さ 斉藤内科医院 広島市安佐南区大塚西4-8-31

酒井内科医院 広島市中区十日市町2-4-6

坂下外科 広島市中区吉島東1-4-18

さくま泌尿器科 広島市中区鉄砲町9-10-5F

さくら内科循環器科 広島市中区本川町1-1-26-2F

笹尾クリニック 広島市中区宝町4-7　2F

佐々木内科胃腸科 広島市南区東本浦町4-5

佐々木眼科 広島市西区己斐本町3-4-5

ｻｻﾞﾝｸﾘﾆｯｸ整形外科・内科 広島市中区江波本町5-28
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貞岡耳鼻咽喉科クリニック 広島市中区基町6-27広島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ８F

五月が丘クリニック 広島市佐伯区五月が丘5-20-9

佐藤クリニック 広島市東区牛田早稲田1-3-26

沢崎産婦人科医院 広島市中区江波東1-12-36

山東クリニック 広島市安佐南区緑井3-14-8

し 日域医院 広島市西区己斐本町1-14-14

地主クリニック 広島市安佐南区祇園2-12-19

しのだ皮ふ科 広島市西区横川町2-9-22

東雲クリニック 広島市南区上東雲町30-20

しのはら小児クリニック 広島市西区井口3-13-5

島外科内科 広島市中区大手町1-5-25

島田産科婦人科 安芸郡海田町大正町3-25

しみず眼科医院 広島市西区井口明神1-14-49

しみずこどもクリニック 広島市安佐南区祇園3-12-12-2

消化器内科ぺんぎんクリニック 広島県安芸郡府中町本町1-4-12

しらたきクリニック 広島市佐伯区八幡2-6-16

シラネ外科胃腸科 広島市安芸区中野東1-21-29

城谷内科医院 広島市安佐南区相田2-4-19

新井口内科循環器科 広島市西区草津新町2-8-12

す スサワ循環器科・内科 広島市中区基町1-20-2F

鈴が台クリニック 広島市西区井口鈴が台3-5-2

鈴峯今中医院 広島市西区井口4-2-31

鈴川内科循環器科 安芸郡府中町山田1-2-7

すみい内科クリニック 広島市中区基町12-8-101

澄川内科医院 広島市西区横川町2-10-23

隅田耳鼻咽喉科医院 広島市西区己斐本町3-1-3

住谷内科医院 広島市南区皆実町4-8-8

すみよし内科クリニック 広島市東区牛田新町3丁目14-23

せ 聖心美容クリニック広島院 広島市中区本通3-10-6F

瀬戸産婦人科医院 広島市南区東本浦町22-5

瀬戸ハイム内科 安芸郡府中町瀬戸ハイム1-2-24

妹尾内科 広島市中区十日市町1-4-25

瀬分内科 広島市中区江波西2-8-12

千田内科クリニック 広島市中区千田町1-9-1

た たかいしクリニック内科消化器科 広島市佐伯区坪井1丁目２１－４３

高上クリニック 安芸郡府中町浜田3-9-3

たがしらクリニック 広島市西区中広町2-22-21

高杉クリニック 広島市南区松原町3-1-206

高橋内科胃腸科医院 広島市東区上大須賀町12-11

高橋内科小児科医院 広島市安佐南区緑井2-12-25

高橋メディカルクリニック 広島市中区大手町3-13-29

高見内科 広島市西区草津南1-7-10

高山眼科 広島市南区東雲本町2-3-15

高山内科クリニック 広島市中区吉島東1-23-10-5

滝口耳鼻咽喉科 広島市中区袋町4-3-6F

竹田外科胃腸科医院 広島市佐伯区五日市中央7-8-5

たけもとクリニック 広島市中区鶴見町14-6

竹本内科眼科医院 広島市南区丹那町6-15

田代耳鼻咽喉科医院 広島市安佐南区安東2-14-19

辰上内科医院 広島市安佐南区緑井3-10-11
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田中医院 広島市安佐南区長束5丁目32-2-2

田中耳鼻咽喉科医院 広島市西区草津東1-8-33

たなべ春日野クリニック 広島市安佐南区山本新町2-18-9-8

たにぐち小児クリニック 広島市東区中山東2-2-9

たにクリニック 広島市安芸区船越南2-1-11

谷本内科クリニック 広島市中区舟入南5-6-14

ち ちえ内科クリニック 安芸郡海田町幸町8-14-3

ちくいえクリニック 安芸郡府中町本町5-1-6

ちゃたに胃腸科外科 広島市中区榎町3-24

ちゃたに脳神経すいみんクリニック 広島市中区大手町5-7-3

中国新聞健康保険組合診療所 広島市中区土橋町7-1

長楽寺内科・呼吸器クリニック 広島市安佐南区長楽寺1-15-3

つ 築山内科医院 広島市東区戸坂山崎町8-9

辻外科内科クリニック 広島市安佐南区川内6-27-16

津丸内科医院 広島市安芸区矢野西4-1-17

津元クリニック 広島市佐伯区五月が丘2-7-25

鶴見クリニック 広島市中区鶴見町12-20

津谷内科呼吸器科クリニック 広島市東区牛田早稲田1-6-3

て 豊島医院 広島市東区矢賀1-6-26

と 桐陽台医院 広島市安佐北区三入東1-30-21

徳永呼吸睡眠クリニック 広島市中区幟町13-4-2F

土橋眼科 広島市中区小網町1-16

とよた内科クリニック 広島市安佐南区大塚西3-11-5

豊田レディースクリニック 安芸郡熊野町大字川角4-30-1

な 中井歯科口腔外科医院 広島市中区紙屋町1-1-17広島ＭＩＤﾋﾞﾙ９Ｆ

なかお内科消化器呼吸器クリニック 広島市安佐北区落合南1-11-22

長尾クリニック 広島市中区幟町14-11銀山不動産第2ﾋﾞﾙ３F

中川外科胃腸科 広島市東区東蟹屋町11-23

中川産婦人科医院 広島市中区本川町2-1-16

中高下外科整形外科医院 広島市西区観音本町2-13-2

中島クリニック 広島市佐伯区旭園4-29　1F

永田クリニック 広島市西区古江東町7-25

永田内科医院 安芸郡府中町青崎中24-26

なかた内科循環器クリニック 広島市南区旭1丁目5-31

中谷整形外科 広島市東区愛宕町9-17

中津井内科・胃腸科医院 広島市中区東白島町8-19

中村医院 安芸郡府中町本町3-4-Ⅰ

中村内科医院 広島市佐伯区美鈴が丘西1-1-1

なかむら内科クリニック 広島市中区大手町1-1-20相生橋ﾋﾞﾙ９F

中村内科小児科医院 広島市中区舟入南3-13-7

永山医院 広島市中区白島北町10-1

に 新本クリニック 広島市中区胡町6-26　福屋11階

二階堂耳鼻咽喉科 広島市西区楠木町4-16-18

にしだ耳鼻咽喉科医院 広島市安佐南区高取北Ⅰ-4-25

西田内科医院 広島市中区竹屋町1-29

西原セントラルクリニック 広島市安佐南区西原8-33-3

西村内科医院 安芸郡府中町桃山1-1-24

西村内科医院 広島市中区富士見町2-7

西村内科クリニック 広島市中区袋町5-38山中ﾋﾞﾙ４F

新田小児科医院 広島市西区横川町3-9-14
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の 野島内科医院 広島市佐伯区五日市2-9-4

野島内科医院 広島市南区東雲本町1-12-3

のだ内科ファミリークリニック 広島市西区井口明神1-14-49

は 灰塚医院 広島市中区基町18-4-4

はしもと内科 広島市中区吉島東1-27-20

はしもと内科胃腸科泌尿器科 広島市安佐北区深川5-23-1

バスセンター佐々木内科 広島市中区基町6-27広島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ８Ｆ

蜂須賀整形外科 広島市西区己斐本町2-12-27

浜脇整形外科リハビリセンター 広島市中区舟入中町11-7

林クリニック 広島市中区舟入南Ⅰ-10-13

林外科医院 広島市佐伯区五日市中央2-6-7

林病院 広島市中区三川町3-21

原田医院 広島市安佐南区川内4-15-18

原田クリニック 広島市中区三川町2-8井手ﾋﾞﾙ３F

原田小児科 広島市中区堺町2-6-22

ハラダ内科医院 広島市中区小網町2-1

原田内科医院 広島市中区堺町2-6-22

はるた呼吸器クリニック 広島市中区堺町1-3-10-3F

ひ 久安医院 広島市西区観音本町2-7-23

毘沙門クリニック 広島市安佐南区緑井3-40-30

日高内科医院 広島市安佐南区上安2-32-21

ひだかペインクリニック 広島市中区八丁堀1-12　6F

ひのでクリニック 広島市南区段原日出1-12-18-101

ひふみクリニック 広島市中区西白島町18-26

兵庫内科・肝臓糖尿病クリニック 広島市南区猿猴橋町6-34-1

平岡内科クリニック 広島市西区横川町2-7-19

ひらお循環器消化器クリニック 広島市中区舟入幸町4-2　3F

平賀内科医院 広島市安佐北区あさひが丘2-1-5

平田内科 広島市安佐南区中筋1-3-11

ひらの眼科 広島市西区己斐本町3-11-15ﾄﾞﾐｴｰﾙ高村ﾋﾞﾙ１F

平林内科医院 広島市西区南観音6-1-6

広兼眼科 広島市佐伯区八幡東3-28-11

広島アレルギー呼吸器クリニック八丁堀 広島市中区八丁堀14-7-4F

広島ステーションクリニック 広島市東区若草町11-2ｸﾞﾗﾝｱｰｸﾃﾗｽ3F

広島大腸肛門クリニック 広島市西区庚午南1-35-21

広島中央通りこどもクリニック 広島市中区三川町7-1-3F

広島中央通り内科 広島市中区三川町7-1-4F

広島マーククリニック 広島市中区大手町2-1-4-3F

広島リウマチ・内科クリニック 広島市中区鉄砲町10-13-3F

ふ 福井内科医院 広島市安佐南区長楽寺2-13-26

福永循環器・内科 広島市南区段原南2-3-23

福原内科医院 広島市中区八丁堀11-10KSビル３F

藤井循環器内科 広島市南区宇品神田2-14-24

ふじい内科循環器科 広島市安佐南区西原1丁目25-13-1

藤田医院 広島市中区江波本町5-18

ふじたクリニック 広島市西区草津南4-6-5-1

冨士田循環器科内科 広島市安佐南区中筋3-27-16

ふじた消化器内科クリニック 広島市安佐南区中筋4-13-15

藤浪医院 広島市西区草津南2-6-7

藤村内科循環器科医院 広島市中区河原町12-21
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ふじわら医院 広島市南区段原1-3-11

ふないり脳クリニック 広島市中区舟入幸町4-2　2F

舟入槇殿胃腸科内科 広島市中区舟入中町2-23

舟入山本内科クリニック 広島市中区舟入本町13-12

古市クリニック 広島市安佐南区古市Ⅰ-30-25

古江駅前内科 広島市西区古江新町3-7

古川医院 広島市南区東雲本町1-1-2

ほ ほーむけあクリニック 広島市中区竹屋町8-8

細川・内藤医院 広島市中区江波東1-13-28

細川医院 広島市西区庚午中3-1-16

ほほえみ診療所 広島市中区西平塚町4-15

堀江医院 広島市安佐南区祇園2-22-28

本川クリニック 広島市中区本川町2-4-22

本通くらもと心療内科 広島市中区本通3-10-301

本通トータルﾍﾙｽ内科クリニック 広島市中区本通7-29-3F

ま 槙殿放射線科 広島市南区猿猴橋町6-31

正木内科胃腸科医院 広島市西区庚午北2-9-28

ますだ小児科 安芸郡府中町大洲3-8-56

増田内科医院 広島市安佐南区毘沙門台2-42-23

舛田内科消化器科 広島市佐伯区五日市中央5-8-17

松尾産婦人科内科医院 広島市西区三篠町1-5-7

松阪内科医院 広島市西区己斐本町3-5-7 2F

松野クリニック 広島市東区中山東2-2-33

松野内科医院 広島市中区幟町5-21

松原医院 広島市安佐北区三入3-16-22

松原クリニック 広島市東区温品7-11-35

松村循環器・外科医院 広島市佐伯区楽々園2-2-19

松本クリニック 広島市南区猿猴橋町2-11

松本内科胃腸科医院 広島市安佐南区高取南1-9-30

松本内科循環器科医院 広島市中区光南1-16-23

み みささ内科消化器科クリニック 広島市西区三篠北町19-27

水入医院 広島市佐伯区利松1-8-52

水入クリニック 広島市東区牛田早稲田1-23-8

水野内科クリニック（閉院2020/10/1） 広島市中区紙屋町1-6-7

溝口皮膚泌尿器科 広島市南区旭1-9-23

緑井レディースクリニック 広島市安佐南区緑井1-5-1

みなみ内科ライフケアクリニック 広島市南区比治山本町16-35

みはら内科クリニック 安芸郡府中町大通2丁目8-21-2F

佐々木眼科 広島市西区己斐本町3-4-5

宮脇耳鼻咽喉科医院 広島市西区横川町3-10-19

三好医院 広島市中区東白島町17-1

三好内科医院 広島市西区天満町17-1

む ムトウ外科胃腸科医院 広島市西区楠木町1-5-12

村上外科内科 広島市南区東雲2-18-15

も 最上内科クリニック 広島市中区八丁堀6-20

もりお内科 広島市中区舟入川口町6-8

森下クリニック 広島市西区三滝本町2丁目7-16-101

森田外科医院 広島市西区三篠町3-8-1

もりた心療内科 広島市中区大手町2-1-4　5F

や やすクリニック 広島市安佐南区上安1-1-18



地域医療支援病院登録医名簿

住所病院名

薮田耳鼻咽喉科医院 広島市西区井口鈴が台3-5-20

山肩内科クリニック 広島市南区稲荷町4-9

やまぐちホームケアクリニック 広島市安佐北区口田1-21-25

山崎内科クリニック 広島市西区三篠町2-4-28

山下医院 広島市安佐北区口田1-15-10

山下外科医院 広島市佐伯区五日市中央5-13-25

山下内科医院 広島市中区西川口町12-7

山下内科医院 広島市西区山田新町2-23-1

山下内科小児科医院 広島市安佐南区長束長1-1-42

山科循環器・外科医院 広島市東区福田6-2023-8

山科内科医院 広島市佐伯区八幡2-26-25

山代眼科医院 広島市中区舟入本町7-15

山田外科内科医院 広島市南区段原日出1-15-13

やまね内科クリニック 広島市中区猫屋町1-7

山本内科クリニック 広島市中区八丁堀11-18

山本内科循環器科 広島市西区高須1-5-23

やまもと内科クリニック 広島市東区牛田本町6-1-27-5F

山本皮膚科医院 広島市西区観音町15-1

よ よこがわ駅前ｸﾘﾆｯｸ 広島市西区横川町2-7-19横川ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ２F

横山内科医院 広島市南区東荒神町3-35

吉貴眼科 広島市中区十日市町2-8-13

吉田整形外科 広島市西区井口鈴が台3-16-21

吉田内科循環器科 広島市中区胡町4-28　３Ｆ

よしだハートクリニック 広島市中区大手町3-13-8

よしなが神経内科クリニック 広島市中区紙屋町2-2-25　大野ビル３F

よねざわ脳神経外科クリニック 広島市安佐南区沼田町大字阿戸字上河原3635

よりしま内科外科医院 広島市安佐南区祇園6-21-16

り リハビリテーション礼和クリニック広島 広島市西区上天満町7-13-4F

わ わかばクリニック 広島市西区己斐本町1-9-20

わだ内科医院 広島市中区大手町5-7-11

渡部内科 広島市東区牛田新町1丁目3-36

わたなべ内科・呼吸器クリニック 広島市東区温品4-21-8
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