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特定健康診査を受けられる皆さまヘ

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29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 ください。

【受診方法】

受診券及び組合員証を持参のうえ、ご希望の健診機関で

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。

翼医院 茜町16-12 087‐ 837‐5800
八幡前三好医院 宮脇町1-31-5 u●′‐B4‐4800
高松市民病院 宮脇町2-36-1 087‐ 834‐2181

八幡みやけ内科医院 亀置町 11-1'0 a87機 ‐7878
遠藤医院 浜ノ町58-10 087‐ 821‐9300

佐 木々内科医院 扇町1■24-5 嬢 1鐵
田渕医院 扇町1-25-25 087‐ 821‐ 3091

多田医院 扇町1‐25‐48 007・ 861‐軍 1

ぬもと内科医院 日召不ロロ町2-14-13 087‐ 861‐0465

整形外科吉峰病院 番町 1■4-13 087機1響75‐

河西医院 番町1-7-11 087‐ 851‐2666
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ルカ病院 番町2-12■5 087‐ 851…2396

多階羅内科ク場ニック 饗 1 鰺 繭

形見医院 番町4-8-25 087-831¨ 5965

石田クリニック 響釧期限←1寧-23
番丁クリニック 番町5-9-10 087‐862‐ 1110

やま掟 医院 天掘 瀞 鸞 酵 鞭

幡内科消化器科医院 天神前6-18 087‐835‐3366
も`しこ外群医院 翻 験 機 多 28 申 鐵

よしまつクリニック 西の丸町2-17宮脇書店曰曖階 087‐811‐ 7333
王藻クリニック 設け:轟 1幅自細印1階 軸 続

西風循環器科医院 紺屋町3-12 087‐851-0880

高松神経内科クリニック 餅 1爾舗 配′罐

ウェルネスサポート高松紺屋町クリニック紺屋町5-3 087‐802-5880

美術館北通り診療所 難 13-3 摯 摯

横井クリニック 丸の内4-9丸の内D姥階 087‐821…2212
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マヤ内科医院 大工町1-12 087‐821‐ 5230

本多内科医院 今舞 5 OA●‐821ィ摩16

クワヤ病院 塩屋町1-4 087‐851‐5208
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真弓皮膚泌尿器科医院 福田町13-3 087‐821‐3913
榊原クリニック 亀井町10-10 0877・50077
西川クリニック 瓦町1-4-5 087‐851‐1027
マオカ病院

=町
1-12-45 087‐r2‐醸

森産婦人科医院 瓦町2-3-5 087‐831‐5513

森下内科医院 瓦町2-6-1 087‐831‐5557

高 松 市



ふじさわ医院 常磐町1-3-1 087‐861‐3387
原胃腸科医院 常磐町1-4 丸新ビル6階 087‐ 861‐4433
磯島クリニック 常磐町2-3-6 087‐ 862‐5177
鷺岡クリニック 中新町11-12三幸鬱曖階 087‐ 833‐2631
真弓内科呼吸器科医院 塩上町2-2-6 087‐ 835‐2321
整形外科高松厚生クリニック 塩上鴫 -13 087‐ 831‐7562
いしばし内科医院 塩上町9-15 087‐ 831‐7487
野田医院 多賀町2-9-16 087‐ 831‐4275
ましま内科・循環器内科クリニック朝日曜-2-7L―曰巧シン″階 087‐ 811‐ 1810

クリニック 朝日町2-483-322 0871811‐ 5588
太田クリニック 福岡町2-24-26 087‐ 851‐ 1238
鈴木レディースクリニック 福岡町3-11-27 087‐826-2288
佐々木内科クリニック 福岡町4-2-1 087‐ 821‐ 1236
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福岡町4-28-30 087-821‐ 8877

せとうちクリニック 松福町2-10-5 087‐ 811‐5577
岩部医院 糠 町曖-10-i0 087‐821・003
高松市医師会健診部 松島町1-16-20 087‐ 834‐2005
内科前田医院 松島町2-17■ 15 087‐〔XX)5252
すざき内科医院 松島町2-22-1 087‐861-0022
松田内科医院 藤塚町1-3-21 087-831‐ 4601
内科高橋クリニック 藤塚町1-8-17 087‐ 831‐7073
いがわな院 調琵藤野t-11-1 087‐861‐4300
中央通り脳外科。内科・在宅クリニック藤塚町1-11-27 087‐ 837‐8866
′‖::内群饉院 畷践雇贈3二3-12 臨 8瞬 ・ 9551

斉藤病院 花園町1-6-8 087‐862-3155
高松宰穣病院 男講夢町1-4-1 087‐833‐8t13
印藤医院 栗林町3-3-4 087‐ 831‐5757
リイン鰤 院

…
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かとう整形外科 楠上町1-5-31 087‐833¨5545
塩見内科医院 楠上町1-9-36 087躍・0403
こじまクリニック 楠上町2-3-15 087‐ 813‐ 1122
伊達病院 鶴光町588-8 087‐ 831‐ 1701
オリーブ高松メディカルクリニック 観光町649-8 087‐ 839‐9620
あさひクリニック 観光町字川下538-2 087‐ 331‐0280
しんまるクリニック 上福岡町922-1 087‐887-7612
平野泌尿器科医院 上福岡田翻田卜1 北村ビル晴 087‐8636551
わたなべ内科消化器科医院 今里町1-30-21 087‐ 833‐6660
広瀬病院 松縄町35‐3 087‐867・9911
田原内科医院 松縄町41-5 087-867‐ 1766
石川内科胃腸科医院 松縄町48-2 087‐ 867‐ 1000
斎藤クリニック 松縄町1016-1 087‐868‐2366
川地クリニック 松縄町1117-16 087‐815・2110
きゅうか内科クリニック 木太町551-1 087‐869‐2200
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横井内科医院 木太町1663-2 087‐ 862‐2222
北村外科医院 本却町,802 爾 議 t・Om8
高畠医院 木太町1986 087‐ 862‐3410
∝ き内暉髯冒環掲闘陽クリニック嶽 醸

・
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いとうクリニック 木太町3238-7 087‐ 835‐5011
秋山内科医院 本事印黎解繭6二 1 :彎

水谷内科クリニック 木太町3602-1 087‐835-5037
本太二宅病院 本表駆驚輝瞬ヤ 輌 襲L131

あまの内科クリニック 木太町4326-1 087‐ 868‐3363
香醜医療生活協同組合高級協同病院本驚輩黎濾41: 師
吉村整形外科書院 木太町5055-4 087-866‐ 6666
高松市国民健康保険嘉濠診療所鞭 ■筆 囃
高松市国民健康保険女木診療所 女木町112 087¨ 873¨0103
議 ハートクリニック 朝 t御 篠

'ttタウンクリニック高松東 春日町438-1 087¨ 818¨0007
瘍 蜘 陛霧タ
春日佐々木医院 春日町1650-1 087‐ 841‐7676
さとう燿 クリ
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高松医療センター 新田町乙8 087‐ 841‐2146
久米ル::病院 議 鰯
いずみ内科医院 局松町1689-4 087‐ 843‐ 1115

海部医院 高松町2365 087‐ 843…3666

大内胃腸科眼科医院 高松町2507-4 087‐ 843‐ 1662

毎島伊藤タリニツタ
松田胃腸科外科医院 高松町3004-2 087‐843-3377
雛七ι:′肉鶴鶴臨覇
百石病院 屋島西町1937-1 087‐ 843‐6121
屋島総像病院
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議覇祟蹴殿麟燿暖寃協孝t智鬱編籠楊撼顔議 鶴
福田外科医院 屋島西町2445-5 087‐ 843‐6250
′琳 内科小児科医院 逼 置 襲 諸 硼 願 鰐 撻 滋 攣 亀 8曖 レ 1確 卜
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泉クリニック 屋島西町2490-1 087‐ 841¨8808
大西内科クリニック

高本内科医院 牟ネし町「原430 087‐ 845‐8000
加地医院 磯 寄議籐議紫■導::: 孵 伊
阿部内科眼科医院 牟礼町牟礼1006-3 087‐ 845-1335
岩藤内科医院 牟札躍牢篠a爾辟峯傷難 彎
ふくま内科クリニック 牟礼町牟礼2560-11 087‐ 870‐ 1311

庵治撃形外科。内科医院 庵治穐繍醸 鞭 1機 t

田オ寸内科クリニック 庵治町6385-104 087‐ 871‐ 1181

谷本医院 林町滋凛↑ 鞭 =,86t
辻クリニック 林町1501-1 087‐ 867‐2662
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