
№ 1 作品名 街景

作画年 Ｓ３６ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 2 作品名 残雪

作画年 Ｓ３３ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 3 作品名 内山渓谷

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 4 作品名 桃Ⅱ

作画年 Ｓ４１ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 5 作品名 島山の春

作画年 Ｓ３１ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 6 作品名 望海

作画年 Ｓ２８ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 7 作品名 （仮設工場）廃屋

作画年 Ｓ３１ サイズ Ｆ４

展示場所 外来診療棟２階 当直室予備横



№ 8 作品名 関の江

作画年 Ｓ２９ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 9 作品名 もれ陽

作画年 Ｓ２８ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 10 作品名 菊香る

作画年 Ｓ２８ サイズ Ｆ４

展示場所 北２病棟



№ 11 作品名 五月雨

作画年 Ｓ２７ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 12 作品名 旭光

作画年 Ｓ３７ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 13 作品名 夕暮

作画年 Ｓ４０ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 14 作品名 阿蘇

作画年 Ｓ４０ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 15 作品名 瑞宝（いちじく）

作画年 Ｓ４１ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 16 作品名 ハゼの木

作画年 Ｓ３３ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 17 作品名 仏崎

作画年 Ｓ２９ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 18 作品名 海峡

作画年 Ｓ３４ サイズ Ｆ４

展示場所 南２病棟



№ 19 作品名 花

作画年 Ｓ３４ サイズ Ｆ３

展示場所 南２病棟



№ 20 作品名 投入れ

作画年 Ｓ２９ サイズ Ｆ３

展示場所 南２病棟



№ 21 作品名 惜芳

作画年 Ｓ４４ サイズ Ｆ３

展示場所 南２病棟



№ 22 作品名 カーネーション

作画年 Ｓ２８ サイズ Ｆ３

展示場所 南２病棟



№ 23 作品名 バラ

作画年 Ｓ３２ サイズ Ｆ３

展示場所 北３病棟



№ 24 作品名 かきつばた

作画年 Ｓ２８ サイズ Ｆ３

展示場所 北３病棟



№ 25 作品名 華（ケシ）

作画年 Ｓ４１ サイズ Ｆ３

展示場所 北３病棟



№ 26 作品名 街暮る

作画年 Ｓ３４ サイズ Ｆ４

展示場所 北３病棟



№ 27 作品名 実相寺　雪

作画年 Ｓ３５ サイズ Ｆ４

展示場所 北３病棟



№ 28 作品名 髙原の雪

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ４

展示場所 北３病棟



№ 29 作品名 （遠望）春霞む

作画年 Ｓ２８ サイズ Ｆ４

展示場所 北３病棟



№ 30 作品名 華（Ⅱ）

作画年 Ｓ４１ サイズ Ｆ２

展示場所 北３病棟



№ 31 作品名 秀峰飛雲

作画年 Ｓ２３ サイズ Ｆ２

展示場所 北３病棟



№ 32 作品名 「別府風景」山下鉄之助　作

作画年 Ｓ１２ サイズ Ｆ４

展示場所 北３病棟



№ 33 作品名 あざみ

作画年 Ｓ２９ サイズ Ｆ２

展示場所 北３病棟



№ 34 作品名 坂道

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ４

展示場所 南３病棟



№ 35 作品名 からす瓜

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ４

展示場所 南３病棟



№ 36 作品名 バラ

作画年 Ｓ４４ サイズ Ｆ３

展示場所 南３病棟



№ 37 作品名 バラ

作画年 Ｓ２６ サイズ Ｆ３

展示場所 南３病棟



№ 38 作品名 群花Ａ

作画年 Ｓ３１ サイズ Ｆ４

展示場所 南３病棟



№ 39 作品名 天神の森

作画年 Ｓ３８ サイズ Ｆ４

展示場所 南３病棟



№ 40 作品名 夕映

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ４

展示場所 南３病棟



№ 41 作品名 関ノ江海岸

作画年 Ｓ３８ サイズ Ｆ４

展示場所 南３病棟



№ 42 作品名 巨花

作画年 Ｓ３８ サイズ Ｆ３

展示場所 南３病棟



№ 43 作品名 （林間）風抜ける道

作画年 Ｓ２９ サイズ Ｆ３

展示場所 南３病棟



№ 44 作品名 椿図

作画年 Ｓ２７ サイズ Ｆ４

展示場所 南３病棟



№ 45 作品名 精花

作画年 Ｓ６０ サイズ Ｆ６

展示場所 北４病棟



№ 46 作品名 初雪

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ４

展示場所 北４病棟



№ 47 作品名 桜花

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟１階 総合受付前柱



№ 48 作品名 バラ束

作画年 Ｓ５３ サイズ Ｐ８

展示場所 北４病棟



№ 49 作品名 椿花

作画年 Ｓ５７ サイズ Ｆ６

展示場所 北４病棟



№ 50 作品名 豊後水道

作画年 Ｓ４４ サイズ Ｆ６

展示場所 北４病棟



№ 51 作品名 扇山雪

作画年 Ｓ３９ サイズ Ｐ１０

展示場所 北４病棟



№ 52 作品名 由布岳

作画年 Ｓ５５ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟２階 食堂



№ 53 作品名 奈多暮色

作画年 Ｓ５６ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟１階 外科外来受付



№ 54 作品名 ベネチアＢ　イタリア

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ８

展示場所 北４病棟



№ 55 作品名 トレド

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ８

展示場所 北５病棟



№ 56 作品名 スペイン　カピレイラ

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ８

展示場所 外来診療棟１階 院外処方箋受付横



№ 57 作品名 スペイン　セビジア　黄金塔

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ８

展示場所 外来診療棟１階 おくすり相談室横



№ 58 作品名 梅林

作画年 Ｓ５４ サイズ Ｆ８

展示場所 外来診療棟１階 総合受付横エレベーター前



№ 59 作品名 芽ぶく

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ６

展示場所 北４病棟



№ 60 作品名 芥子の花

作画年 Ｓ５６ サイズ Ｐ８

展示場所 北２病棟



№ 61 作品名 フェス　モロッコ

作画年 Ｓ５７ サイズ Ｆ６

展示場所 外来診療棟２階 看護部長室内



№ 62 作品名 爤満

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ８

展示場所 北４病棟



№ 63 作品名 いちじく

作画年 Ｓ３３ サイズ Ｆ６

展示場所 外来診療棟１階 第一ＣＴ室前



№ 64 作品名 神苑

作画年 Ｓ３１ サイズ Ｆ８

展示場所 北４病棟



№ 65 作品名 錦秋

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ１０

展示場所 北４病棟



№ 66 作品名 晩秋

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ６

展示場所 北４病棟



№ 67 作品名 急雨一過

作画年 Ｓ４２ サイズ Ｆ６

展示場所 北４病棟



№ 68 作品名 バラの花

作画年 Ｓ３２ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 69 作品名 夕映え

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 70 作品名 芥子Ⅰ

作画年 Ｓ５６ サイズ Ｆ８

展示場所 南４病棟



№ 71 作品名 秋に装う

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ８

展示場所 南４病棟



№ 72 作品名 栗Ⅰ

作画年 Ｓ４２ サイズ Ｍ１０

展示場所 南４病棟



№ 73 作品名 カニ

作画年 Ｓ４３ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 74 作品名 秋声

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 75 作品名 栗Ⅱ

作画年 Ｓ５６ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟 0



№ 76 作品名 曽々木海岸

作画年 Ｓ４８ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 77 作品名 吉弘の秋

作画年 Ｓ４２ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 78 作品名 風声

作画年 Ｓ４０ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 79 作品名 カラー

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ８

展示場所 南４病棟



№ 80 作品名 孫風

作画年 Ｓ４５ サイズ Ｆ６

展示場所 南４病棟



№ 81 作品名 生花

作画年 Ｓ４０ サイズ Ｆ８

展示場所 北５病棟



№ 82 作品名 高原晩夏

作画年 Ｓ３７ サイズ Ｆ１０

展示場所 北５病棟



№ 83 作品名 秋色Ⅱ

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ８

展示場所 北５病棟



№ 84 作品名 由布の春

作画年 Ｓ５４ サイズ Ｆ８

展示場所 北５病棟



№ 85 作品名 野菜たち

作画年 Ｓ２４ サイズ Ｆ８

展示場所 北５病棟



№ 86 作品名 石仏（勢至弥陀）

作画年 Ｓ４６ サイズ Ｆ１５

展示場所 外来診療棟２階 事務部前廊下



№ 87 作品名 トレド　暮色

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 泌尿器科・歯科待合



№ 88 作品名 オンフルール（フランス）

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟２階 食堂



№ 89 作品名 高原の沼（秋）

作画年 Ｓ４１ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟２階 食堂



№ 90 作品名 ベネチアＡ

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟２階 食堂



№ 91 作品名 厳冬暁映

作画年 Ｓ４０ サイズ Ｆ１０

展示場所 北５病棟



№ 92 作品名 高原の湖

作画年 Ｓ２８ サイズ Ｆ１０

展示場所 南２病棟 スタッフステーション前



№ 93 作品名 スペイン旅　ベネチア（サンマルコ広場）イタリア

作画年 Ｓ５１ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 泌尿器科・歯科待合



№ 94 作品名 スペイン展　グラナダ郊外Ｂ　スペイン

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 北２病棟 スタッフステーション前



№ 95 作品名 ニース　フランス

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 耳鼻科受付



№ 96 作品名 髙原初夏

作画年 Ｓ４３ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟３階 食堂



№ 97 作品名 セーヌ川

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 精神科受付



№ 98 作品名 萠

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟３階 食堂



№ 99 作品名 樹装う

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟３階 食堂



№ 100 作品名 想雪

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ１０

展示場所 南３病棟 スタッフステーション前



№ 101 作品名 髙原の秋

作画年 Ｓ５５ サイズ Ｆ１０

展示場所 北３病棟 スタッフステーション前



№ 102 作品名 深秋

作画年 Ｓ４０ サイズ Ｆ２０

展示場所 病棟４階 食堂



№ 103 作品名 小さな花たち

作画年 Ｓ３９ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟４階 食堂



№ 104 作品名 田園風景

作画年 Ｓ２１ サイズ Ｍ１２

展示場所 病棟４階 食堂



№ 105 作品名 秀峰飛雲

作画年 Ｓ２４ サイズ Ｆ１２

展示場所 外来診療棟２階 エスカレーターホール大



№ 106 作品名 ガディックス

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 エレベーター横リハビリ入



№ 107 作品名 サラゴサ洪水　スペイン

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 北４病棟 スタッフステーション前



№ 108 作品名 ノートルダム

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 エレベーター横リハビリ入



№ 109 作品名 モトリル

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 打合せコーナー前廊下



№ 110 作品名 スペイン展　ルクサンブール公園　パリー　フラ

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 南４病棟 スタッフステーション前



№ 111 作品名 アルメリア(夕映え）　スペイン

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 北５病棟



№ 112 作品名 パルマ（マジヨルカ）

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 北５病棟 スタッフステーション前



№ 113 作品名 アムステルダム　オランダ

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 看護部長室横応接室内



№ 114 作品名 駘蕩

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ１０

展示場所 北５病棟



№ 115 作品名 扇山新雪

作画年 Ｓ２９ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟５階 食堂



№ 116 作品名 晴秋

作画年 Ｓ４０ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 エスカレーターホール小会議室１



№ 117 作品名 立冬

作画年 Ｓ５５ サイズ Ｆ８

展示場所 外来診療棟１階 総合受付前柱



№ 118 作品名 巨峰

作画年 Ｓ４５ サイズ Ｆ１０

展示場所 病棟４階 食堂



№ 119 作品名 海峡の暮

作画年 Ｓ３０ サイズ Ｆ１０

展示場所 北５病棟



№ 120 作品名 石仏（ホキ）

作画年 Ｓ５４ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 事務部入口



№ 121 作品名 如来

作画年 Ｓ４１ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 事務部入口



№ 122 作品名 赤松　立

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟２階 エレベーター横リハビリ入口



№ 123 作品名 ウイン　ドナウ湖

作画年 Ｓ５２ サイズ Ｆ１０

展示場所 外来診療棟１階 ＡＴＭ横柱



№ 124 作品名 鶴嶺

作画年 Ｓ３２ サイズ Ｆ５０

展示場所 外来診療棟２階 エスカレーターホール大会議室



№ 125 作品名 梅花の道（Ⅱ）

作画年 Ｓ６２ サイズ Ｆ６０

展示場所 外来診療棟１階 総合受付



№ 126 作品名 光風会展　阿蘇

作画年 Ｓ３７ サイズ Ｆ８０

展示場所 外来診療棟１階 救外入口と売店の間



№ 127 作品名 竹林　春光

作画年 Ｓ６０ サイズ Ｆ８０

展示場所 外来診療棟１階 総合受付



№ 128 作品名 松景（Ⅱ）

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ８０

展示場所 外来診療棟１階 総合受付



№ 129 作品名 神將たち

作画年 Ｓ４４ サイズ 変６０

展示場所 外来診療棟２階 大会議室



№ 130 作品名 光風会展　石仏（髙瀨）

作画年 Ｓ５４ サイズ Ｆ８０

展示場所 外来診療棟２階 副院長室前廊下



№ 131 作品名 竹林春酣

作画年 Ｓ６０ サイズ Ｆ６０

展示場所 外来診療棟１階 放射線科待合



№ 132 作品名 光風会展　阿蘇早春

作画年 Ｓ３８ サイズ Ｆ３０

展示場所 外来診療棟２階 エスカレーターホール小会議室１



№ 133 作品名 光風会展　石仏（き）（寓意）

作画年 Ｓ４３ サイズ Ｆ１００

展示場所 外来診療棟２階 図書室前廊下



№ 134 作品名 光風会展　石佛（観音）

作画年 Ｓ４３ サイズ Ｆ１００

展示場所 外来診療棟２階 事務女子と事務男子休憩室の間



№ 135 作品名 石仏（ホキ三体）

作画年 Ｓ５９ サイズ Ｆ１００

展示場所 外来診療棟２階 事務部前廊下



№ 136 作品名 日展　石仏（ホキＢ）

作画年 Ｓ４５ サイズ Ｆ１００

展示場所 外来診療棟２階 打合せコーナー前廊下



№ 137 作品名 日展　石佛（髙瀬）

作画年 Ｓ３９ サイズ Ｆ１００

展示場所 外来診療棟２階 廊下事務部入口



№ 138 作品名 日展　石仏（ホキ）Ｃ

作画年 Ｓ４７ サイズ Ｆ１００

展示場所 外来診療棟２階 事務部入口男子トイレ横



№ 139 作品名 梅花薫る

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ３０

展示場所 外来診療棟１階 放射線科待合



№ 140 作品名 松籟

作画年 Ｓ５８ サイズ Ｆ３０

展示場所 外来診療棟１階 放射線科待合



№ 141 作品名 竹景筍（Ⅱ）

作画年 Ｓ６０ サイズ Ｆ５０

展示場所 外来診療棟１階 放射線科待合


