
「■1ケ |ヽ 117 所在地 電話番号

(医)荒木内科医院 高松市伏石町1316-3 087-867-7041

(医 )じんないクリニック 高松市伏石町2034-1 087-814-8860

予防協会健康管理セン
ター 高松市伏石町2129-2 087-868-5555

(医 )水明会 とびうめ内科
医院

高松市伏石町2131-2 087-866-1130

(医 )大橋内科胃腸科 高松市三条町109-1 087-866-0084

(医 )安原マタニティクリ
ニツク

高松市三条町321-2 087-866-1111

(医 )弘仁会 三条整形外
科スポーツクリニック 高松市三条町482-1 087-867-2270

(医)耕彩会三条山下内科
医院

高松市三条町504-1 087-867-1201

(医)修美会綾田内科消化
器科クリニック

高松市大田下町1872-2 087-864-5111

ぶんご内科医院 高松市太田下町2463-6 087-869-7117

(医)弘 TE会亀井内科呼吸
器科医院

高松市太田下町3007-4 087-866-5001

(医)蓮井内科医院 高松市太田上町346-5 087-888-1331

あおば内科クリニック 高F_市大田上町420番地 1 087-816-1122

(医 )光彩会太田中央医院 高松市太田上町894-5 087-866-8440

(医 )松 山内科クリニック 高松市多肥下町1501-1 087-867-7778

(医)おはら整形外科クリ
ニツク 高松市多肥下町1543-1 087-865-2398

ササキメディカルクリニッ
ク 高松市多肥下町15478 087-814-3339

(医 )よこい内科クリニック 高松市多肥下町359番地 1 087-869-4511

(医 )藤井内科循環器科医
院

高松市多肥下町57番地 087-865-7711

みつ内科・ハートクリニッ
ク

高松市多肥上町11111多肥メ
ディカルビル・イーア2階

087-888-3810

(福)恩賜財団済生会支部
香川県済生会病院

高松市多肥上町1331-1 087-868-1551

医)ポラリス たむら内科 高松市多肥上町1461 087-888-3311

(医)かしむら内科医院 高松市多肥上町718-1 087-889-7760

(医)仏生山クリニック 高松市出作町205-1 087-889-0111

仏生山駅前こだまクリニッ
ク

高松市仏生山町甲8165 087-814-4262

(医)わき外科クリニック 高松市仏生山町甲460-8 087-888-5123

(医)仏生山みぞぶち内科
医院

高松市仏生山町甲691-1 087-888-1322

なりあい医院 高松市成合町1357 087-885-7700

(医 )泰平会佐藤クリニック 高松市成合町726-1 087-885-0105

大饗内科消化器科医院 高松市成合町728番地7 087-885-1233

(医)赤 松内科医院 高松市鹿角町271-6 087-866-6667

(医)高杉会そがべ整形外
科・外科医院

高松市―官m11125 087-886-2323

医)マ ンオカ医院 高松市一官町143-5 087-888-2222

医)清瞳会山内クリニック 高松市一宮町403-1 087-886-7082

寺井山内医院 高松市寺井町1053-18 087-886-7888

1え療機関名 所在地 |こ 語肝サ

(医 )仁 泉会西岡医院 高松市寺井町1385-10 087-885-2021

タカオ整形外科医院 高松市国分寺町新居13101 087-870-6700

(医 )山 田医院 高l_市 回分寺町新居3388 087-874-0040

端岡厚生クリニック 高松市国分寺町新居4696 087-874-0003

|':,Irfミ 11 ドに「t 高松市国分寺町国分21553 087-874-0077

(医 )こ くぶりた こくぶ脳外
科・内科クリニック

高松市国分寺町福家甲3812-
1

087-875-2255

むらせ内科クリニック 高松市国分寺町新名16321 087-813-7333

「 り「内千1レ11完 高松市国分寺mr新名44023 087-874-3711

(医)準星会 有史会 高
畠病院

高松市国分寺Fr新名5001 087-874-3131

丸 亀 市

(医 )恵基会 Jヽ林医院 丸亀市綾歌町岡田下5001 0877-86-3038

,||   `| .11: 丸亀市綾歌町岡田東22663 0877-86-3005

くすはら整形外科・外科
医院

丸亀市綾歌町岡田東22697 0877-86-2340

和田内科医院 丸亀市綾歌町栗熊東5061 0877-86-6161

しげのぶ医院 丸亀市綾歌町栗熊東666 0877-86-6355

おおくば内科 丸亀市綾歌町富熊 10771 0877-86-6500

(医)大西内科循環器科医
院

丸亀市飯山町り1原 10836 0877-98-2455

(医)宮井内科医院 丸亀市飯山町りI原2271 0877-98-7007

医)杢保小児科医院 丸亀市飯山町り原9721 0877-98-2010

レ:,|[|lt rヽ  riり |レ:1浣 丸亀市飯山ml下法軍寺858 0877-98-2012

(医)悠心会 平川クリニッ
ク

丸亀市飯山町西坂元7051 0877-98-0710

(医 )更 新会 丸亀林病院 丸亀市風袋町177-1 0877-22-8181

石川整形外科クリニック 丸亀市霞町33-1 0877-23-8100

(医)仁寿会 吉田病院 丸亀市宗古町5 0877-22-8101

1サ 1,「 1'11i 丸亀市土居町2-8-8 0877-22-4857

(医 )杏和会 大西外科医
院

丸亀市御供所町2-1-1 0877-22-5627

須崎内科医院 丸亀市城西町1-4-3 0877-23-1030

(医 )清風会 中山病院 丸亀市城西町2-1-3 0877-23-0231

中山クリニック 丸亀市城西町2-3-17 0877-24-3000

(医 )藻光会 広瀬整形外
科医院

丸亀市中府町1-5-40 0877-23-1641

(医 )宝樹みやの会
宮野病院

丸亀市中府町4-13-28 0877-22-3171

(医 )岐山会 篠原記念病
院

丸亀市中府町5-12-11 0877-23-2205

| .1 1■ ,′ ■■t 丸亀市通町133 0877-23-2311

(医 )―華会
整形外科 4ヽ児科 安藤医院

丸亀市福島町131 0877-22-5496

(医)丸亀おのクリニック 丸亀市新町2-13 0877-22-3902



医療機関名 所在地 IL ll十 写

(医 )田 |すクリニック 九亀市幸田rl-5-5 0877-22-8391

(医)健童会
ほそだこどもクリニック

丸亀市今津町726番地5 0877-58-0111

津森クリニック 丸亀市津森町1109-4 0877-21-1212

にししょう小児科 内科医
院

丸亀市津森町23936 0877-21-1515

医)中 和会西紋病院 丸亀市津森町595 0877-22-5205

小山クリニック 丸亀市金倉町391番地3 0877-58-4976

医)笠 井外千1胃 腸科医院 丸亀市新田町19-1 0877-23-4666

辻松外科内科医院 丸亀市前塩屋町1-12-24 0877-22-6718

(医 )り 11井整形外科クリニッ
ク

丸亀市天満町1-12-12 0877-23-4010

(医 )

おおつか内科医院
丸亀市山北町451-1 0877-22-3667

(医)岸本医院 丸亀市梓原町487 0877-22-5629

(医)仁慶会 はやしクリ
ニツク

丸亀市作原町633番地 1 0877-23-5115

(医)一貴会こうの内科クリ
ニツク

丸亀市土器町西4-244 0877-23-1119

(医)曽 根クリニック 丸亀市土器町西7-222-5 0877-21-1711

(医 )大 久保内科医院
丸亀市土器町東1丁 目123番
地

0877-23-1377

三浦内科・みちこ小児科
クリニック

丸亀市土器町東7丁 目886 0877-22-7311

(医)誠和会 中野外科胃
腸科医院

丸亀市土器町東三丁目617
番地

0877-25-2525

(医)三 谷医院 丸亀市飯野町東二1396-1 0877-22-1719

(医)丸亀博愛会ふたビ山
クリニック 丸亀市川西町北 1360番地 1 0877-24-8000

(医)里仁会瀬戸内クリニッ
ク

丸亀市川西町北188-1 0877-28-1511

(医 )まつむら医院 丸亀市川西町北507-1 0877-28-7312

(医)良 亜会
アイファミリークリニック

丸亀市川西町
南826

0877-28-1333

(医)柴 田整形外科クリエッ
ク

丸亀市川西町南422-10 0877-28-2700

(医)秀聡会
こはじ内科耳鼻咽喉科

丸亀市部家 ml

234
0877-28-6110

(医 )健仁会岩本病院 丸亀市郡家町2486-5 0877-28-6311

香川クリニック 丸亀市天満町2-3-8 0877-22-2311

(医 )まつねクリニック 丸亀市三条町1256-1 0877-58-0511

(医)今 日医院 丸亀市垂水町1342 0877-28-7526

九亀市国民健康保険広
島診療所

九亀市広島町青木482 0877-29-2111

丸亀市国民健康保険本
島診療所

丸亀市本島町泊494 0877-27-3111

(独)労働者健康安全機構
香川労災病院

丸亀市城東町3-3-1 0877-23-3111

(医 )重仁 麻田総合病院 丸亀市津森町219番地 0877-24-8300

坂 出 市

(公財)香川成人医学研究所
附属診療所ウェルクリニック 坂出市横津町3-2-31 0877-45-2311

(医 )まえだ整形外科外科
医院

坂出市室町3-1-13 0877-46-5056

「

輩lt'名 所在地 1111111:

(医 )大 樹会総合病院回生
病院

坂出市室町3-5-28 0877-46-1011

まつむら内科クリニック 坂出市江尻町1577-1 0877-44-1133

北條クリニック 坂出市江尻町716 0877-16-2201

(レ1).■ 1:会 i Чl「「t 坂出市江尻町836-5 0877-45-8111

つぎき内科クリニック 坂出市林田町3348-2 0877-47-0130

tl,|l i ttl illケ 1「 坂出市王越町木沢1209-4 0877-42-0103

福家内科クリニック 坂出市加茂町甲655-3 0877-48-0'31

||':|||  111■ |11:卜 |1111t 坂出市加茂町593番地 1 0877-18-3366

■ |:`■ 11 1 坂出市加茂町963 0877-48-2700

I11,1:亡 rヽ 1:ilt,'ilt 坂出市府中町325 0877-48-3200

: ||  ||11‐      i 坂出市川津町2800番地 1 0877-44-1177

IⅢⅢ  II・ ■ ■ヽ ‐it 坂出市川津町2730 0877-45-1177

(医)秀和会
かじはらベインクリニック

坂出市川津町2785-1 0877-45-1101

(医)つちだ内科クリニック 坂出市川津町2980 0877-46-8451

(医)伊藤内科消化器科ク
リニック

坂出市川津町66-1 0877-44-1930

|li lハ JF+:「 [ 坂出市文京町1-4-36 0877-46-3315

(医)然

みのリクリニック
坂出市駒止町1-35ライフスクエア
坂出lF

0877-59-0082

■ 1■■11: 坂出市駒止町2丁 目1番 38号 0877-46-3387

■||||‐ ■ ● : 坂出市谷町1-4-13 0877-46-5195

坂出市笠指町428 0877-46-5501

(医 )博朋会番の州ハピネ
スクリニック

坂出市ノヽ幡町3-2-20 0877-44-5566

(医 )響会林内科呼吸器科
医院

坂出市白金町3-6-11 0877-46-5302

=小
'こ

|十 三障t 坂出市寿町3-4-10 0877-46-4315

淡河医院 坂出市寿町3丁 目3番 15号 0877-46-3937

(医)吉 田内科医院 坂出市元町 1丁 目318 0877-14-1020

高尾医院 坂出市元町1-10-5 0877-46-5111

(医 )′卜林内科胃腸科医院 坂出市富士見町1-10-10 0877-45-9595

(医)三 木内科胃腸科医院 坂出市宮下町1-26 0877-46-3658

坂出市国民健康保険与
島診療所

坂出市与島町 102 0877-43-0010

坂出市立病院 坂出市寿町3-1-2 0877-46-5131

善 通 寺

(医)森医院 善通寺市善通寺町1-7-18 0877-63-1500

(医 )あかつき会山下内科
医院

善通寺市善通寺町5-6-28 0877-62-2288

(医)光仁会中島医院 書通寺市善通寺町7-5-6 0877-62-0358

匡)女

'ト

レ:lt 善通寺市上吉田町2-4-11 0877-62-0129



医療機関名 ||1地 電話番号

(医 )高 樹会 ふじた医院 善通寺市上吉田町451 0877-62-0555

香川医療生活協同組合
善通寺診療所

善通寺市上吉田町6-8-9 0877-62-0311

医)愛 慈胃腸科内科医院 善通寺市上吉田町7-8-9 0877-62-7507

医)岩野循環器内f斗 医院 善通寺市 下吉田町229-1 0877-63-7000

藤沢医院 善通寺市金蔵寺町1249-1 0877-62-1873

善通寺市原田町1408-2 0877-62-1223

(医)功寿会アイシークリ
ニツク 善通寺市原田m114941 0877-62-0118

医】こしかわクリニック 善通寺市木徳町1073-6 0877-63-6500

(医)大杉脳神経外科医院 善通寺市大麻町2079-1 0877-61,-5566

古lB医院 善通寺 1打

`L野

町 1020 0877-62-1180

三宅整形 リハビリクリニッ
ク 善通寺市生野町1851番 地 1 0877-63-2010

(医)行天クリニック 善通寺市生野町1860-3 0877-63-6200

石原消化器内科クリニッ
ク

善通寺市生野町字山端1862-
1

0877-63-6677

(医)幸正会岩本内科医院 善通寺市弘旧町496-1 0877-62-1075

西山生々堂医院 善通寺市中村町478-2 0877-62-0173

(医)純心会善通寺前田病
院

善通寺市中村町894-1 0877-63-3131

観 音 寺 市

(レ :,「奮室 [ヽ 院 観音寺市高屋町803-1 0875-25-8311

(医 )P.t真会 渡辺ハートク
リニック内科

観音寺市植田町 1010シークレスト
クリニカルモール2F

0875-23-2022

井上泌尿器科医院 観音寺市植田町1010番 地 0875-23-2166

(レ〕細川整形外千+に「t 観音寺市植田町1803 0875-25-4290

(医 )メディカルクラブ大興
和クリニック池田

観音寺市植 田町南原1007-
1

0875-23-1500

小山医院 観音寺市村黒町173 0875-25-2354

(医)ブルースカイ
松井病院

観音寺市村黒町739 0875-23-2111

みとよ内科にれクリニック
観音寺市本大町17331合田
不動産本大ビル1階

0875-25-1117

松房医院 観音寺市本大町819-2 0875-27-8833

(医)生々会西山整形外科
医院

観音寺市古川町194-1 0875-25-0107

(医 )国 土外科医院 観音寺市古川町272 0875-25-0290

(医 )博正会辻整形外科医
院

観音寺市池之尻町石田137 0875-57-1100

(医)み とし会クニタクリニッ
ク 観音寺市梓田町甲1888-1 0875-25-1577

(医)久保外科整形外科医
院

観音寺市梓田町甲2098 0875-25-5515

(医 )力 正会小林整形外科
医院

観音寺市梓日町甲606-4 0875-25-7311

富田内科医院 観音寺市梓田町甲915 0875-24-0180

日野外科医院 観音寺市梓田町丙1602-1 0875-25-1301

久保日医院 観音寺市粟井町1295-1 0875-27-6220

医療機 Frn名 ロイ三地 電話番 号

今滝医院 観音寺市粟井町2292-1 0875-27-6218

(医 )寿愛会羽崎病院 観音寺市栄町3-4-1 0875-25-3382

医)素 耕会富士クリニック 観音寺市観音寺町甲3002 0875-25-3692

(医)琴佳会
中央クリニック

観音寺市観音寺町甲3130-
1

0875-25-0755

宮崎内科医院 観音寺市観音寺町甲3393 0875-25-1280

森内科医院 観音寺市人幡町1-5-33 0875-25-7363

(医 )尚 仁会かもだ内科クリ
ニツク

観音寺市坂本町7-10-10 0875-23-4976

(医)健成会河田病院 観音寺市茂木町5-5-32 0875-25-3668

|■■円itt´ ,■ lt 観音寺市南町5-4-63 0875-25-8413

観音寺市国民健康保険
伊吹診療所

観音寺市伊吹町986 0875-29-2110

(医)大仁会もりの木おお
にしクリニック 観音寺市茂西町1-6-3 0875-25-3291

(医 )業 天医院
観音寺市豊浜町姫浜280-1
2

0875-52-3636

合日循環器内科区院 観音寺市豊浜町姫浜493-1 0875-52-5566

■9総合病l・ t 観音寺市豊浜町姫浜708 0875-52-3366

やまじ呼吸器内科クリニッ
ク

観音寺市大野原町大野原41
12-1 0875-54-5588

(医)石川医院
観音寺市大野原町大野原21
11-1 0875-54-5511

(医)豊南会香川井下病院
観音寺市大野原町花稲818
番地 1

0875-52-2215

さ ぬ き 市

みろく間嶋医院
さぬき市大川町富田西 1269
-1 0879-43-3511

(医)陶山医院 さぬき市大川町田面71-1 0879-43-3008

区)彰志会志度寺診療所 さぬき市志度1102-1 087-894-1991

(医 )ありま内科消化器科
クリニック

さぬき市志度1900番地7牟礼
ビル2階

087-814-2388

医)米澤整形外科医院 さぬき市志度1939-3 087-894-1266

(医)小 日内科医院 さぬき市志度541-1 087-894-0305

(医 )ヘキクリニック さぬき市志度620-1 087-894-1371

中川内科医院 さぬき市志度797 087-894-1253

(■ lI崎 [二院 さぬき市志度870-2 087-894-0001

(医 )大松内科医院 さぬき市鴨庄3013-1 087-895-1256

ひもりの里診療所 さぬき市鴨庄4481-2 087-890-1055

まつおか医院 さぬき市長尾東1038-1 0879-52-1888

I:141:「t さぬき市長尾西955 0879-52-2007

口中小児科 さぬき市長尾名10-6 0879-52-0010

寒川クリニック さぬき市長尾名37番地7 0879-52-1100

大石整形外科医院 さぬき市昭和3322 0879-52-2107

(l― )南 医院 さぬき市昭和3347-1 0879-52-2171

|


