
特定健康診査

実施機関一覧表

特定健康診査を実施する健診機関の各市町村別一覧 (平成28年 4月 1日

現在)ですので、ご希望の健診機関で受診してください。

医師の判断に基づいて行われる詳細項目(貧血、心電図、眼底検査)につ

いては、実施できない医療機関もありますので医療機関へお問い合わせくだ

さ0ヽ。

医療機関名 所在地 電話番号

高 松 市

(医 )翼医院 高松市茜mT16-12 087-837-5800

八幡前三好医院 高松市官脇町1-31-5 087-834-4800

(医 )八 幡みやけ内科医院 高松市亀岡町11-10 087-862-7878

TI‐藤医院 高松市浜ノ町58-10 087-821-9300

(医)慈和会 佐々木内科
医院

高松市扇町1-24-5 087-851-6688

田渕区院 高松市扇町1-25-25 087-821-3091

多田医院 高松市扇町1-25-48 087-851-2921

ぬもと内科医院 高松市昭和町2-14-13 087-861-0465

(医)讃楡会高松にれクリ
ニツク

高松市番町2丁 目106 087-851-1117

(―財)三宅医学研究FT附属
セントラノレ/｀ ―ヽククリニック 高松市番町1-10-16 087-863-4560

(医)康生会高松大林病院 高松市番町1-10-3 087-862-1231

河西 E‐l院 高松市番mrl-7-11 087-851-2666

整形外科吉峰病院 高松市番町1丁 目4番 13番地 087-851-8775

(医 )栄光会ルカ病院 高松市番町2-12-5 087-851-2396

(医 )とみおか内科クリニッ
ク

高松市番町2-6-13 087-825-9121

五番丁医院 高松市番町2丁 目4番 16号 087-822-3331

(医)福生会多田羅内科ク
リニック 高松市番町3-3-1 087-861-3730

形見医院 高松市番町4-8-25 087-831-5965

(医)石 田クリニック 高松市番町5-1-23 087-835-1289

番丁クリニック 高松市番町5丁 目9番 10号 087-862-1110

(医)隆朗会 やまもと医院 高松市天神前5番22号 087-837-0707

(医)幡 内科消化器科医院 高松市天神前6-18 087-835-3366

いしこ外科医院 高松市錦町2-12-28 087-821-1457

(医)玄道会小林医院 高松市錦町2-17-11 087-821-8459

よしまつクリニック
高松市西の丸町2-17宮脇
書店ビル2階

087-811-7383

医療機酪 所在地 電話番 号

(医)清仁会王藻クリニック 高松市寿町1-1-5協 豊第
2ビル1階

087-811-7021

西風循環器科医院 高松市lll屋町3番地の12 087-851-0880

(医)高松神経内科クリニッ
ク

高松市紺屋町4-10鹿島Fll

屋町ビル1階
087-873-2228

(医 )美術館北通り診療所
高松市丸亀町13番地3高松市九
亀町商店街参番街東館4F 087-813-2269

横井クリニック 高松市丸の内4-9丸 の内ビ
ル2階

087-821-2212

妹尾循環器科内科クリ
ニツク

高松市内町1-13 日新内町
ビル2F 087-823-8333

(医 )マヤ内科医院 高松市大工町1-12 087-821-5230

本多内科医院 高松市今新町8番地5 087-821-4916

(医 )雙和会クフヤ病院 高松市塩屋町1-4 087-851-5208

岡部循環器内科医院 高松市塩屋町16-9 087-821-5233

(医 )研友会真弓皮膚泌尿
器科医院

高松市福田町13番地3 087-821-3913

榊原クリニック 高松市亀井町1010 087-835-0977

(医)弘徳会マオカ病院 高松市瓦町1-12-45 087-862-8888

森産婦人科医院 高松市瓦mr2-3-5 087-831-5513

森下内科医院 高松市瓦町2-6-1 087-831-5557

水原医院 高松市瓦mr2丁 目2-28 087-831-4634

(医 )恵愛会 西川クリニッ
ク

高松市瓦mr一丁目4番 5号 087-851-1027

(医 )ふじさわ医院 高松市常磐町1-3-1 087-861-3387

原胃月)科 医院
高松市常磐町1-4丸 新ビル
6F 087-861-4433

(医 )玄正会磯島クリニック 高松市常磐町二丁目3番6号 087-862-5177

鷺岡クリニック
高松市中新町11-12三幸
ビル2階

087-833-2631

(医 )哲樹会真弓内科呼吸
器科医院

高松市塩上町2-2-6 087-835-2321

(医 )整愛会整形外科高松
厚生クリニック 高松市塩上町8-13 087-831-7562

いしばし内科医院 高松市塩上m19番地15 087-831-7487

(区)野 田区院 高松市多賀mr2-9-16 087-881-4275

ましま内科 循環器内科ク

リニック
高松市朝 日mr2丁 目2番7号L
ビルディング2階

087-811-1810

高l_N画像診断クリニック
高松市朝日町二丁目483番
地322

087-811-5588

(医)らく楽会 太田クリニッ
ク

高松市福岡町2-24-26 087-851-1238

佐々木内科クリニック 高松市福岡町4-2-1 087-821-1236

(医)鈴木レディースクリ
ニツク

高松市福 F●l町三丁目11-27 087-826-2288

岩部医院 高松市松福町2-10-10 087-821-6203

(医)せとうちクリニック 高松市松福町2-10-5 087-811-5577

高松市医師会健診部 高松市松島町1丁 目1620 087-834-2005

内科前田医院 高松市松島町2-17-15 087-863-5252

すざき内科医院 高松市松島町二丁目22-1 087-861-0022



医療機関名 所在地 11111111;

(医 )中 央通り脳外科 内
科 在宅クリニック

高松市藤塚町1丁 目11番 27
号

087-837-8866

(医)少将井 いがわ医院 高松市藤塚町1-11-1 087-861-4306

(医)松 田内科医院 高松市藤塚町1-3-21 087-831-4601

(匡 )内 科高橋クリニック 高松市藤塚町1-8-17 087-831-7073

(医 )4ヽ川内科医院 高松市藤塚町3-3-12 087-861-9551

(医)藤英会 斉藤病院 高松市花園町―
「

目6番 8号 087-862-3155

印藤匡院 高松市栗林町3-3-4 087-831-5757

(独)地域医療機能推進機
構りつりん病院

高松市栗林町3-5-9 087-862-9714

塩見内科医院 高松市楠上町1-9-36 087-862-0403

かとう整形外科 局松市楠上町1丁 目5-31 087-833-5545

(医 )裕和会 こじまクリニッ
ク

局松市楠上町2丁 目315 087-813-1122

(医)如水会オリープ高松
メディカルクリニック

高松市観光町649-8 087-839-9620

(医 )愛 和会あさひクリニッ
ク

高松市観光町字川下5382 087-831-0280

(医)和広会伊達病院 高松市観光町588-8 087-831-1701

しんまるクリニック 高松市上福岡町922-1 087-887-7612

平野泌尿器科医院
高松市上福岡町984-11ヒ
村ビル3F 087-863-6551

(医)わたなべ内科消化器
科医院

高松市今里町1-30-21 087-833-6660

斎藤クリニック 高松市松縄町1016-1 087-868-2366

(医)慈風会在宅診療 敬
二郎クリニック

高松市松縄町108317 087-864-3109

(医 )川 地クリニック 高松市松縄町1117-16 087-815-2110

(医 )研宣会広瀬病院 高松市松縄町35-3 087-867-9911

(医 )日 原内科医院 高松市松縄町41-5 087-867-1766

(医 )石川内科胃腸科医院 高松市松縄町48-2 087-867-1000

横井内科医院 高松市木太m11663-2 087-862-2222

北村外科医院 高松市木太町1829-2 087-861-0838

(医 )高 畠医院 高松市木太mr1986 087-862-3410

のざき内fl循環器科クリ
ニツク

高松市木太町2631-1 087-831-5581

秋山内科医院 高松市木太町3485-1 087-861-6339

(医)光樹会水谷内科クリ
ニツク

高松市木太m13602-1 087-835-5037

(医)三恵会木太三宅病院 高松市木太mr3836-7 087-867-3131

あまの内科クリニック 高松市木太m14326番地 1 087-868-3363

香川医療生活協同組合
高松協同病院

高松市木太町4664 087-838-2330

(医)吉村整形外科讐院 高松市木太mT5055-4 087-866-6666

(医)重陽会きゅうか内科ク
リニック

高松市木太町551番地 1 087-869-2200

(医 )い とうクリニック 高松市木太町六区3238-7 087-835-5011

い:|■ lt,1名 |'イ三」也 電話番号

高松 ||‖ 1lC健月:ll資 り;
木,診 |■ナリ「

lli lヽ  jり′J 「ヽ「134 087-873-0003

高松市国民健康保険女
木診療所

高松市女木町112 087-873-0103

香川医療生活協同組合
高松平和病院

高松市栗林町1-4-1 087-833-8113

lliほ lヽil(1'ilt 高松市宮脇町2361 087-834-2181

(医)立心会 高松ハートク
リニック

1,[ヽ 「
「 卜 町 1■8=地 1 087-814-5111

`111(4:々

イく,1,t 高松市春日町1650-1 087-841-7676

(医)佳友会 タウンクリ
ニック高松東

高松市春日町438-1 087-818-0007

1奇 ||,11'F吸 ントflレ :1完 高松市春日町799-1 087-818-1560

(医)誠心会 さとう内科ク
リニック

高松市新田町甲2607-4 087-816-3101

|に ,iF t r、 ゆ、米川
'占

院
高松市新田町字谷北甲474
-3 087-844-3111

(医 )いずみ内科医院 局松市高松町 1689-■ 087-843-1115

(医 )木 村内科 呼吸器科
医院

高松市高松町2310-2 087-841-0033

高松市高松町2365 087-843-3666

高松市高松町2500-5 087-844-8705

||| |:■■   || 高松市高松町2507-4 087-843-1662

(医)英新会 屋島伊藤クリ
ニツク

|:「 :・ illlil1 2552 11=2 087-844-3933

, | ■ ■1 1.:|  | 高松市高松町3004-2 087-843-3377

西本内科クリニック 高松市屋島西町1469-14 087-841-3455

(医】ませ川内科循環器科
医院

高任:市 Lξ 島西町 1736番 1也 087-841-1555

II I:ljLギ :西 側111)1'7-1 087-843-6121

福田外科医院 11に lヽiL:It● ‖「2445-5 087-843-6250

(医 )小林内科小児科医院 高「
:市 L:「み西日「 2■ 85 6 087-843-3315

(医 )緑洋会泉クリニック 高松市屋島西町2490-1 087-841-8808

(医)空会 大西内科クリ
ニツク

高松市屋島西町2490-18 087-818-0765

「
||り ru■ 1:It ttll1111

合連キ′、

“

:ら 総合病lt
高松市屋島西町1857-1 087-841-9141

(医)慈愛会阿部内科眼科
医院

高松市牟礼町牟礼1006-3 087-845-1335

岩藤内科医院 高松市牟礼町牟礼2128-10 087-845-3337

加地医院 高松市牟礼町牟礼22-1 087-845-9713

(医 )ふくま内科クリニック 高松市牟礼町牟礼2560-11 087-870-1311

(':)IIi本 内fl'1院 高松市牟礼町原430 087-845-8000

(医 )庵治整形外科 内科
医院

高松市庵治町619番地 087-871-3801

日本す内科クリニック 高松市庵治町6385-104 087-871-1181

(独 )国 立病院機構高松医
療センター 高松市新田町乙8 087-841-2146

(医 )育林会谷本医院 高松市林町1281 087-867-1861

(医 )仁和会 辻クリニック 高松市林町1501-1 087-867-2662



医療機関名 所在地 電話番号

(医 )瀧川整形外科医院 高松市林町1583番 地 1 087-867-2288

占田内科医院 高松市林町1971-10 087-867-0777

江藤内rlク リニック 高松市六条町198-1 087-847-6840

さわ医院 高松市六条町481-1 087-868-5001

(医)ひまわり会はまもと医
院

高松市六条町下所795-6 087-864-6666

安西内科医院 高松市元山町1231-13 087-866-4170

協和医院 高松市東山崎町165-8 087-847-6073

河野内科医院 高松市東山崎町543-5 087-847-8150

安元クリニック 高松市東山崎町90番地6 087-847-1300

(医)看源会 松木泌尿器
科医院

高松市前日西町 1080番地 7 087-347-1121

野国内科医院
高松市前 田東町 1213番地の

2
087-847-6555

藤谷外科医院 高松市前日東町638-1 087-847-5211

(医 )木村医院 高松市前日東mr800-1 087-847-6002

(医 )つくし会 三好外科
胃腸科医院

高松市亀田町226番地 1 087-847-8888

ありとも内科クリニック 局松市小村町256-13 087-887-4103

(医 )恵生会十河診療所 高松市十り1西町368-1 087-848-1166

水原医院 高松市由良町622 087-848-0303

(医 )そごうクリニック 高松市川島本町298 087-848-1155

(医)三好内f4医院 高松市川島本町431-5 087-848-2288

四宮医院 高松市西植田町1540 087-849-0201

西風医院 高松市三谷町1220 087-889-0075

(医)青冥会ミタニ藤田病
院

高F_t市三谷mr1680-1 087-864-8778

ひがさクリニック 高松市三谷町1697-14 087-888-5151

(医 )イズミ医院 高松市三谷町90-1 087-840-1777

(医)以和貴会 いわき病
院

高松市香南町由佐113番地 1 087-879-3533

(医 )雄翔会 綾田医院 高松市香南町由佐210番地1 087-879-2008

(医 )しげなり内科医院 高松市香南町池内517-15 087-879-0366

高松市民病院塩江分院
高松市塩江町安原上東99-
1

087-893-0031

(医)大嶋整形外科医院
高松市香ノII町大野 1092番地
1

087-885-3611

(医 )カマ田医院
高松市香川町大野2450番地
2

087-886-5561

(医)健愛会あきやまクリ
ニツク

高松市香川町大野459-5 087-815-8588

(医)谷本内科医院 高松市香川町大野997-3 087-885-8500

(医)陽 bL会 内科■肖化器
内科 佐々木クリニック

高松市香川町浅野 10301 087-340-5339

(医)康 和会三好外科胃腸
科医院

高松市香川 mj浅野 1035番地

1
087-879-8111

高松市民病院附属 香リ
診療所

高松市香川mI浅野 1260 087-879-2066

医療機関名 所在地 電話番 号

(医)三心会くにしげ内科
小児科医院

高松市香川mr浅野137-1 087-889-6600

(医)仁樹会 オサカ病院 高松市香川町浅野272番地 087-889-0703

松岡医院
高l_市香川町り東上2032-
6

087-879-2011

(医)の むら内科循環器消
化器クリニック

高松市香川 mr川 東上字漆原 1

802番 7
087-816-8088

おか内科クリニック
高松市香川町り東上字大春
田1864-3 087-879-1600

小谷医院 高I_N市香川mr安原下3-162 087-879-7005

(医 )横 田外科医院 高松市生島町460-1 087-882-7165

(医 )勝賀 かつが整形外
科クリニック

高松市香西本町114番地10 087-832-8877

(医 )中 空医院 高I_t市香西本町256-1 087-881-1230

(医 )はた医院 高松市香西本町89 087-881-2262

(医 )赤井外科クリニック 高松市香西東町315-2 087-881-2776

(医 )博仁会キナシ大林病
院

高松市鬼無町藤井435-1 087-881-3631

(医)西高松脳外科・内科
クリニック

高松市郷東町1341西 高松メ
ティカルヒルイーア2F

087-832-8811

笠岡腎 透析 泌尿器科
クリニック 高松市郷東町148-3 087-882-8777

(医 )伸 萌会 花房外科医
院

高松市鶴市町2026-1 087-881-0066

和田内科循環器科医院 局松市鶴市町2039-2 087-881-7575

(医)健心会 長尾医院 高松市飯田町343-1 087-881-2901

(医)牛 山クリニック 高松市檀紙町68番地1 087-886-0119

香西内科医院 高松市檀紙町1531-1 087-886-5510

(医)高松脳神経外科 外
科医院

高松市檀紙町1593-1 087-886-5588

(医)博翔会高田整形外科
医院

高松市御厩町476 087-886-8866

(医)菅循環器科内科クリ
ニツク

高松市中間町40番地 1 087-885-5100

(医 )萌 光会高塚クリニック
整形外科耳鼻咽喉科

高松市中間町川向23-1 087-885-4880

(E‐I)溝 ロクリニック 高松市円座町1575-3 087-886-0824

那須医院 高松市円座町1593 087-885-1406

ツゲ医院 高松市川部町1443-1 087-885-1432

(医)和光会前田病院 高松市東ハゼ町824 087-865-7111

(医)緑会ザイタックスクリ
ニツク

高松市上天神町5121 087-867-1177

(一財)大西精神衛生研究
所附属大西病院

高松市上天神町336 087-866-1792

(医 )藤井外科胃腸科 整
形外科

高松市田村町 1277 087-867-1222

田井メディカルクリニック 高松市田村町332-4 087-866-7311

全人クリニック 高松市勅使町62番地4 087-867-1717

(医)讃志会  花ノ官クリ
ニツク

高松市花ノ官町1丁 目5-36 087-816-3555

(医)おだ整形外科医院 高松市花ノ宮町2-12-1 087-866-7166

(医 )湯 浅クリニック 高松市上之町1丁 目3番 29号 087-868-9111


