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さぬき市造田是弘688-3 0879-52-2173

華山ファミリークリニック さぬき市寒川町神前1526-1 0879-23-2555

さぬき市民病院
さぬき市寒川町石田東甲387
-1 0879-43-2521

(医)溝渕内科循環器クリ
ニツク

さぬき市津田町津田1048-1 0879-42-1122

さぬき市国民健康保険
津田診療所

さぬき市津田町津田1673-1 0879-23-7122

(医 )ききょう会 つるわクリ
ニツク

さぬき市津田町鶴羽570-1 0879-42-0170

東 か が わ
市

|| =■ : |■ ● : 東かがわ市大谷813-1 0879-25-3503

(医)緑生会近藤内科クリ
ニツク 東かがわ市町田697-1 0879-26-3331

奥谷区院 東かがわ市三本松1700-1 0879-25-4478

(医)雅友愛会太田病院 東かがわ市三本松1758 0879-25-2673

(医 )田 村内科医院 東かがわ市三本松353 0879-25-2868

|.=‐     ‐■ i 東かがわ市二本松751番 地 0879-25-0771

医)聖心会阪本病院 東かがわ市川東103-1 0879-25-1121

みづいり診療所 東かがわ市湊1815-5 0879-25-8865

謙 IIレ:t 東かがわ市湊704番地 0879-25-2519

(医)山 本内科クリニック 東かがわ市松原 795 0879-24-1133

|■ | ■・ ● :三「: 東かがわ市自鳥96-1 0879-25-4328

香川県立白鳥病院 東かがわ市松原963番 地 0879-25-4154

(医)静楓会みさごクリニッ
ク 東かがわ市引田202-1 0879-33-3900

¨
一 東かがわ市引田2270 0879-33-3034

森医院 東かがわ市引田786-2 0879-33-3588

東かがわ市馬宿216-1 0879-33-7300

三 豊 市

(医)昭慈会藤田脳神経外
科医院

三豊市高瀬町新名971-1 0875-72-1135

三豊市立西香川病院
三豊市高瀬町比地中2986-
3

0875-72-5121

森川整形外科病院
三豊市高瀬町下勝間1623-
1

0875-72-5661

みやしたファミリークリニッ
ク

三豊市高瀬町下勝間2013-
2

0875-73-1976

|■ 11::ifl l■ t
三豊市高瀬町上勝間1654-
1

0875-72-5018

ヽり「 |||三
't

三豊市高瀬町下麻1383-1 0875-74-6018

(医 )藤川医院 三豊市高瀬町羽方6721 0875-74-7977

(医)森クリニック 三豊市三野町大見甲3416 0875-72-1567

(医)佐武会嶋田内科医院
三豊市三野町下高瀬2788-
2

0875-73-5178

(医 )山 地外科医院 三豊市三野町下高瀬920-1 0875-72-2577

'(「

||:,t 三豊市山本町大野2854-5 0875-63-2081

医療機関名 所在地

| :tl',t● :モ「i 三豊市山本町財田西348-1 0875-56-7222

三豊市山本町財田西377番
地4

0875-63-2011

(レ1),1風 会橋本病院 二豊市山本町財日西902-1 0875-63-3311

三豊市国民健康保険財
田診療所

二豊市財田町財田上2141 0875-67-3800

il,市 立永ちに病院 三豊市詫間町詫間1298-2 0875-83-3001

(医 )平林医院 三豊市詫間町詫間405 0875-83-2221

村上医院 三豊市詫間町詫間5488 0875-83-2006

(医 )」 野ヽ医院 三豊市詫間町詫間6815-5 0875-83-8181

(医 )新栄会細川病院 三豊市詫間町松崎1639-1 0875-83-2211

(医 )愛有会岩崎病院
二豊市詫間町松崎2780-42
6

0875-83-6011

(医)みずた内科 三豊市詫間町松崎301-3 0875-83-7218

(医 )喜水会水田医院 三豊市詫間町大浜甲1880 0875-84-6217

●■|■ ●‐■■ 三豊市仁尾町仁尾辛39-13 0875-82-3353

(医)池 田外科医院 三豊市豊中町笠田笠岡2136 0875-62-3151

今川内科医院
三豊市豊中町笠岡竹田285-
3

0875-62-2052

上枝循環器内科クリニッ
ク

三豊市豊中町上高野 19063 0875-23-7010

医)英迎会そがわ医院 三豊市豊中町下高野1091 0875-62-2357

土 庄 町

平井クリニック
小豆郡土庄町字 甲1360-10
5

0879-62-1701

(医)外国医院 小豆郡土庄町甲730-5 0879-62-0749

i枝医院 小 豆 郡 土庄 町 甲420 0879-62-0225

(医 )大 森外科医院 小豆郡土庄淵崎甲2137-5 0879-62-0196

(医 )海星みなと診療所 小豆郡土庄町伊喜末81-32 0879-61-1071

小 豆 島 町

小豆島中央病院
小豆郡小豆島町池田2060番
地 1

0879-75-1163

(医 )池 田内科クリニック 小豆郡小豆島町池田1-6 0879-75-1,1,

(医 )つ ばき会牟礼病院 小豆郡小豆島町安田甲33 0879-82-1111

(医 )もり内科
小豆郡小豆島町西村甲1468
-1 0879-82-0075

三 木 町

(医 )南福萬みぞぶち医院
木田郡三木町大字氷上1350
-1 087-898-8211

(医 )河本医院
本田郡三木町大字氷上309
番地

087-898-0173
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き診療所 本田郡三木町氷上112-1 087-891-0303

(医 )讃陽堂 松原病院
木田郡三木町大字池戸3232
番地 1

087-898-0620

(医)三木みよし内科医院 木田部三木町池戸2835 087-898-7228

(医)春風会 樫村病院
木 日郡三木町大学平木 56番
地 7

087-898-1431
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(医 )中 島内科クリニック 木田部三木町大字鹿伏373
番地 1

087-840-2237

(医 )きただい医院
本田部三木町下高岡1464番
地 12

087-840-2566

中原医院 本田部三木町下高岡641 087-898-0259

(医 )一真会川人外科内科
木田部三木町大字井戸526
-1

087-899-1212

直 島 町

直島町立診療所 香川郡直島町2310-1 087-892-2266

宇 多 津 町

富士クリニック
綾歌郡宇多津町浜五番丁53
-1

0877-49-7576

(医 )清仁会宇多津病院
綾歌郡宇多津町浜五番丁66
-1

0877-56-7777

(医 )くわはら医院
綾歌郡宇多津町浜人番丁 11
2-2 0877-49-3200

(医)清恵会鶴野内科外科
医院

綾歌郡宇多津町1899 0877-49-0431

綾歌郡宇多津町2034-1 0877-49-0706

井上胃腸科肛門科クリ
ニツク

綾歌郡宇多津町大宇東分49
-7 0877-49-1700

綾 川 町

西クリニック 綾歌郡綾川町畑日63215 087-877-2221

松本内科胃腸科医院 綾歌郡綾川町畑田673 087-877-0520

綾り
`1町

国民健康保険 陶
病院

綾歌郡綾川町陶17201 087-876-1185

(医 )三宅レ:1先 綾歌郡・・
Lり 町陶58905 087-876-0125

綾り|ク リニック 綾歌郡綾川町陶字 中尾4511-
1

087-876-5151

(医 )桑 島医院 綾歌郡綾川町山田上甲1307-
1

087-878-2005

綾川町国民健康保険 綾
上診療所

綾歌郡綾川町山田下33521 087-878-2002

(医)有 隣会 溝渕クリニッ
ク 綾歌郡綾川町滝宮5551 087-876-0056

(医)綾羽会 よしだ内科
消化器科医院

綾歌郡綾川町小野甲11477 087-876-5110

香川県厚生農業協同組
合 滝宮総合病院

綾歌郡綾川町滝宮486 087-876-2245

琴 平 町

(医)愛徳会池田内科医院 仲多度郡琴平町750 0877-73-2366

(医 )山 田外科医院 仲多度郡琴平町164-1 0877-73-5211

(医)圭良会森内科医院 仲多度郡琴平町167 0877-73-4188

(医)十全会岩崎医院 仲多度郡琴平町283-1 0877-75-5161

(医)慶昭会おおにし病院 仲多度郡琴平町350-10 0877-75-5101

(医 )た けお会岩佐病院 仲多度郡琴平町榎井775 0877-73-3535

(医)大浦内科消化器科医
院

仲多度郡琴平町榎井853-2
8

0877-75-1600

多 度 津 町

秋山医院
仲多度郡多度津町仲ノ町9-
6

0877-32-8326

(医 )111本 医院
仲多度郡多度津町大通り5-
11

0877-32-2809

=:1■ t,I名 所在地 111,11:;
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仲多度郡多度津町栄町2-1
-36 0877-32-2047

(医 )自 生会氏家内科医院
仲多度郡多度津llr京町3-1
3

0877-32-2635

桃陵クリニック
仲多度郡多度津町本通2-3
-28 (,S「 F うヽ -538ヽ

加藤整形外科クリニック 仲多度郡多度津町堀江1-5
-7 0877-32-8006

(医 )くるみクリニック
仲多度郡多度津町北鴨2-5
-3 0877-58-5050

(医)みどり会加藤病院 仲多度郡多度津町寿町7-3 0877-33-2821

(医 )昌 樹会ウツミ整形外
科医院

仲多度郡多度津町道福寺 132 0877-33-1510

(医)ひかり会河内病院
仲多度郡多度津町青木130
-1

0877-33-3113

:し ,:「t 仲多度郡多度津町山階1386 0877-32-5310

多度津町国民健康保険
佐柳診療所

仲多度郡多度津町佐柳 1290 0877-35-3401

多度津町国民健康保険
高見診療所

仲多度郡多度津町高見1875
-25 0877-34-3102

ま ん の う 町

(医)篤心会いわさき循環
器科内科クリニック

仲多度郡まんのう町東高篠
1378-1

0877-75-2700

||・ ■. =|| ■t
仲多度郡まんのう町炭所西
1528-1

0877-79-0711

(医 )山 本ヒフ泌尿器科医
院

仲多度郡まんのう町四條
1105-1

0877-75-3112

(医)共生会ふかだクリニッ
ク 仲多度郡まんのう町四條179 0877-73-2211

(,つ 二ヽ |レ:,t 仲多度郡まんのう町四條777 0877-75-2317

大山内科医院
仲多度郡まんのうml吉野
1572-1

0877-79-3311

(医)林泉会 林医院
仲多度郡まんのう町岸上
1638-30

0877-75-5125

まんのう町国民健康保険
造田診療所

仲多度郡まんのう町造田
1982-1

0877-85-2318

(医 )圭良会永生病院
仲多度郡まんのう町買田221

3
0877-73-3300

お 知 ら せ

◇受診方法 ◇
受診券及び組合員証を持参のうえ、希望する健診機関にて受診し
てください。なお、受診には予約が必要な場合がありますので、必ず
事前に健診機関に照会してください。また、市町村が実施する住民
健診等を受けるときは、受診券の取り扱い等について住民健診担当
係に確認してください。
※65歳以上で「介護予防のための生活機能評価判定報告書」をお

持ちの方は、必ずご持参ください。

◇ 健診前の注意事項 ◇
1食事の摂取
(1)午前中に健診を受けられる方は、血糖値等の検査結果に影響

を及ぼすため、健診前 10時間以上は、水以外の飲食物を摂取
しないでください。

(2)午後に健診を受けられる方は、軽めの朝食とするとともに、他の

検査結果への影響を軽減するために、健診まで水以外の飲食物
を摂取しないようお願いします。
(HbAlc検査を受診の方も同様です。)

2その他
アルコールの摂取や激しい運動は、健診の前日は控えてください。

お問い合わせ先
T760-0066
高松市福岡町2-3-4マ リンパレスさぬき内

香川県市町村職員共済組合 保険福祉課
員三言舌 087(851)6769


