風しん抗体検査事業協力医療機関一覧
施設名

債権者名

〒

住

所

電話番号

（高松市）
あおば内科クリニック
(医)赤井ﾋﾎﾟｸﾗﾃｽの樹医匠会
赤井香西診療所

辻上
赤井

幸司 761-8074 高松市太田上町420-1

087-816-1122

761-8013 高松市香西東町433-1

087-881-2776

護

（医）愛和会あさひクリニック

西口

潤 760-0076 高松市観光町538-2

087-831-0280

あまの内科クリニック

天野

克也 760-0080 高松市木太町4326-1

087-868-3363

（医）雲井会綾こどもクリニック

綾

直文 769-0103 高松市国分寺町福家甲3174-4

087-875-2220

（医）雄翔会綾田医院

綾田

（医）修美会綾田内科消化器科クリニック

綾田喜一郎 761-8073 高松市太田下町1872-2

ありとも内科クリニック

有友

あんどう発達クリニック

安藤美智子 761-8075 高松市多肥下町517-10

（医）安藤レディースクリニック

安藤

雅章 761-8075 高松市多肥下町1524-14

087-815-2833

（医）石川内科胃腸科医院

石川

喜久 760-0079 高松市松縄町48-2

087-867-1000

いしばし内科医院

石橋

忠明 760-0062 高松市塩上町9-15

087-831-7487

（医）イズミ医院

泉

佳成 761-0450 高松市三谷町90-1

087-840-1777

（医）いずみ内科医院

和泉

英彦 761-0104 高松市高松町1689-4

087-843-1115

（医）いとうクリニック

伊藤

輝一 760-0080 高松市木太町3238-7

087-835-5011

（医）いとうわんぱくクリニック

伊藤

利幸 760-0075 高松市楠上町2丁目3-15

087-812-1089

（医）いまいこどもファミリークリニック

今井

正 761-0102 高松市新田町甲658-7

087-813-8048

岩藤内科医院

岩藤

孫六 761-0121 高松市牟礼町牟礼2128-10

087-845-3337

岩部医院

岩部

道孝 760-0067 高松市松福町2丁目10-10

087-821-6203

（医）牛山クリニック
（医）すこやか
おおた小児科アレルギー科クリニック
（医）空会大西内科クリニック

牛山

貴文 761-8041 高松市檀紙町68-1

087-886-0119

太田

展生 761-0101 高松市春日町466-1

087-844-8288

大西

隆行 761-0113 高松市屋島西町2490-18

087-818-0765

（医）大橋内科胃腸科

大橋

英司 761-8072 高松市三条町109-1

087-866-0084

おか内科クリニック

岡

隆彦 761-1706 高松市香川町川東上字大春田1864-3 087-879-1600

（医）小川内科医院

虫本

光徳 760-0071 高松市藤塚町3丁目3-12

087-861-9551

（医）如水会オリーブ高松メディカルクリニック

福井

敏樹 760-0076 高松市観光町649-8

087-839-9620

（医）海部医院

海部久美子 761-0104 高松市高松町2365

（福）恩賜財団済生会支部香川県済生会病院
地方職員共済組合香川県支部
地方職員共済組合香川県庁診療所
（福）かがわ総合リハビリテーション事業団
かがわ総合リハビリテーション病院

若林

久男 761-8076 高松市多肥上町1331-1

087-868-1551

浜田

恵造 760-0017 高松市番町4丁目1-10

087-832-3032

木下

篤 761-8057 高松市田村町1114

087-867-6008

笠岡腎・透析・泌尿器科クリニック

笠岡

良信 761-8031 高松市郷東町148-3

087-882-8777

加地医院

加地

英輔 761-0121 高松市牟礼町牟礼22-1

087-845-9713

形見医院

形見

智彦 760-0017 高松市番町4丁目8-25

087-831-5965

（医）かど小児科クリニック

角

勇二 761-8075 高松市多肥下町1556-15

087-868-1200

（医）啓里会かわさきレディースクリニック

川崎

香里 760-0017 高松市番町3丁目19-15

087-802-5525

（医)管循環器科内科クリニック

管

敬彦 761-8043 高松市中間町40-1

087-885-5100

（医）喜田医院

喜田

惠治 761-0104 高松市高松町2500-5

087-844-8705

潔 761-1402 高松市香南町由佐210-1
雄一 761-0431 高松市小村町256-13

087-879-2008
087-864-5111
087-887-4103
087-867-0234

087-843-3666

施設名
キッズメディカルまなべ

債権者名
〒
住
所
眞鍋 正博 761-8074 高松市太田上町420-1

電話番号
087-869-4155

（医）木村医院

木村

正司 761-0322 高松市前田東町800-1

087-847-6002

（医）木村内科・呼吸器科医院

木村

正司 761-0104 高松市高松町2310-2

087-841-0033

（医）重陽会きゅうか内科クリニック

久加

晴茂 760-0080 高松市木太町551-1

087-869-2200

協和医院

三好

賢一 761-0312 高松市東山崎町165-8

087-847-6073

（医）三心会くにしげ内科小児科医院

國重

英治 761-1703 高松市香川町浅野137-1

087-889-6600

（医）啓友会久米川病院

吉澤

潔 761-0102 高松市新田町字谷北甲474-3

087-844-3111

Clinicaみやむら

宮村

卓 761-8075 高松市多肥下町527-1

087-868-3860

（医）くろべクリニック

黒部眞知子 760-0080 高松市木太町1335-4

087-867-2266

香西内科医院

香西

勝人 761-8041 高松市檀紙町1531-1

087-886-5510

（医）こくぶりたこくぶ脳外科・内科クリニック

政田

哲也 769-0103 高松市国分寺町福家甲3812-1

087-875-2255

（医）裕和会こじまクリニック

小島

章裕 760-0075 高松市楠上町2丁目3-15

087-813-1122

（医）小林内科小児科医院

小林

美子 761-0113 高松市屋島西町2485-6

087-843-3315

五番丁医院

河野

良太 760-0017 高松市番町2丁目4-16

087-822-3331

榊原クリニック

榊原

正知 760-0050 高松市亀井町10-10

087-835-0977

（医）讃志会さくらの馬場クリニック

山本

修平 761-8078 高松市仏生山町甲471-5

087-889-3555

（医）慈和会佐々木内科医院

佐々木雅英 760-0013 高松市扇町1丁目24-5

ササキメディカルクリニック

佐々木

（医）泰平会佐藤クリニック

佐藤

剛平 761-8081 高松市成合町726-1

087-885-0105

（医）耕彩会三条山下内科医院

山下

和彦 761-8072 高松市三条町504-1

087-867-1201

サンフラワーマタニティークリニック

栁原

敏宏 761-8073 高松市太田下町3017-3

087-868-4103

塩見内科医院

塩見

哲夫 760-0075 高松市楠上町1丁目9-36

087-862-0403

四宮医院

四宮

陽一 761-0445 高松市西植田町1540

087-849-0201

（医）しぶや小児科クリニック

渋谷

幸彦 761-0121 高松市牟礼町牟礼2100-1

087-845-6111

白井内科医院

白井

忠雄 769-0104 高松市国分寺町新名440-23

087-874-3711

（医）しらかわ小児科医院

白川佳代子 761-8084 高松市一宮町97-7

しんまるクリニック

新丸

昭子 760-0077 高松市上福岡町922-1

087-887-7612

（医）鈴木レディースクリニック

鈴木

恵子 760-0066 高松市福岡町3丁目11-27

087-826-2288

（医）住谷小児科医院

住谷

朋人 761-8031 高松市郷東町25-4

087-832-8808

（医）そごうクリニック

十川

省三 761-0442 高松市川島本町298

087-848-1155

（医）恵生会十河診療所

入江

博章 761-0433 高松市十川西町368-1

087-848-1166

田井メディカルクリニック

田井

祐爾 761-8057 高松市田村町332-4

087-866-7311

（医）佳友会タウンクリニック高松東

友廣

敦文 761-0101 高松市春日町438-1

087-818-0007

（医）高畠小児科・アレルギー科医院

高畠

美人 760-0080 高松市木太町1813-1

087-862-2032

（医）有史会高畠病院

高畠

敏史 769-0104 高松市国分寺町新名500-1

087-874-3131

（医）康生会高松大林病院
（医）西高松脳外科・内科クリニック
高松画像診断クリニック

大林

直嗣 760-0017 高松市番町1丁目10-3

087-862-1231

松本

義人 760-0065 高松市朝日町2丁目483-322

087-811-5588

高松市民病院

和田

大助 760-8538 高松市宮脇町2丁目36-1

087-834-2181

高松市民病院附属香川診療所

塩谷

泰一 761-1703 高松市香川町浅野1260

087-879-2066

高松市民病院塩江分院

塩谷

泰一 761-1612 高松市塩江町安原上東99-1

087-893-0031

高松赤十字病院

網谷

良一 760-0017 高松市番町4丁目1-3

087-831-7101

寛 761-8075 高松市多肥下町1547-8

087-851-6688
087-814-3339

087-889-2107

施設名
（医）西高松脳外科・内科クリニック
高松内視鏡診断クリニック
（医）讃楡会高松にれクリニック

松本

義人 760-0066 高松市福岡町4丁目28-30

087-821-8877

秋山

賢次 760-0017 高松市番町2丁目10-6

087-851-1117

（医）立心会高松ハートクリニック

雪入

一志 761-0101 高松市春日町148-1

087-814-5111

（医）竹広小児科医院

竹廣

（医）育林会谷本医院

谷本

雅人 761-0301 高松市林町1281

087-867-1861

（医）谷本内科医院

谷本

佳貞 761-1701 高松市香川町大野997-3

087-885-8500

（医）ポラリスたむら内科

田村

敬博 761-8076 高松市多肥上町1461

087-888-3311

田村内科クリニック

田村

隆一 761-0130 高松市庵治町6385-104

087-871-1181

（医）中央通り脳外科・内科・在宅クリニック

脇丸

孝二 760-0071 高松市藤塚町1丁目11-27

087-837-8866

（医）翼医院

小川

寺井山内医院

山内

トビウメ小児科医院

債権者名

飛梅

〒

住

所

晃 761-8073 高松市太田下町2462-3

翼 760-0002 高松市茜町16-12
康彦 761-8085 高松市寺井町1053-18

電話番号

087-866-2461

087-837-5800
087-886-7888

761-8071 高松市伏石町1390-1

087-865-3111

耕一 761-8071 高松市伏石町2131-2

087-866-1130

董

（医）水明会とびうめ内科医院

飛梅

（医）陽洸会内科・消化器内科佐々木クリニック

佐々木陽介 761-1703 高松市香川町浅野1030-1

（医）内科高橋クリニック

高橋

道也 760-0071 高松市藤塚町1丁目8-17

087-831-7073

内科前田医院

前田

道彦 760-0068 高松市松島町2丁目17-15

087-863-5252

（医）建心会長尾医院

長尾

建彦 761-8033 高松市飯田町343-1

087-881-2901

那須医院

那須

義功 761-8044 高松市円座町1593

087-885-1406

学校法人村上学園なりあい医院

村上

良一 761-8081 高松市成合町1357

087-885-7700

（医）仁泉会西岡医院

西岡

敦子 761-8085 高松市寺井町1385-10

087-885-2021

（医）良済会西春日小児科医院

神内

仁 761-8052 高松市松並町559-3

087-867-7070

西風循環器科医院

西風

（医）西高松脳外科・内科クリニック

松本

ぬもと内科医院

沼本

（医）野田医院

野田信一路 760-0063 高松市多賀町2丁目9-16

（医）のむら内科循環器消化器クリニック

野村

昌弘 761-1706 高松市香川町川東上字漆原1802-7 087-816-8088

端岡厚生クリニック

眞鍋

正茂 769-0101 高松市国分寺町新居469-6

（医）はせ川内科循環器科医院

長谷川浩一 761-0113 高松市屋島西町1736

（医）はた医院

幡

英一 761-8012 高松市香西本町89

087-881-2262

（医）幡内科消化器科医院

幡

英典 761-0018 高松市天神前6-18

087-835-3366

八幡前三好医院

三好

正嗣 760-0005 高松市宮脇町1丁目31-5

087-834-4800

（医）讃志会花ノ宮クリニック

山本

修平 761-8063 高松市花ノ宮町1丁目5-36

087-816-3555

（医）ハピネスこどもクリニック

齋藤

愼一 761-0434 高松市十川東町55-1

087-848-9178

番丁クリニック

西岡

（医）ひまわり会はまもと医院

濱本龍七郎 761-0303 高松市六条町字下所795-6

087-864-6666

（医）はらだ産婦人科医院

原田美禰子 761-8063 高松市花ノ宮町1丁目5-30

087-837-1611

ひがさクリニック

樋笠

（医）美術館北通り診療所

瀬尾

（医）藤井内科循環器科医院

藤井

（医）ふじさわ医院

藤澤

（医）藤沢こどもクリニック

藤澤

潤 760-0027 高松市紺屋町3-12
高松市郷東町東新開134-1
義人 761-8031
西高松メディカルビル・イーア2階
明美 760-0014 高松市昭和町2丁目14-13

孝 760-0017 高松市番町5丁目9-10

靖 761-0450 高松市三谷町1697-14
高松市丸亀町13-3
憲正 760-0029
高松丸亀町商店街参番街東館4F
章伸 761-8075 高松市多肥下町57
高松市常磐町1丁目3-1
成人 760-0054
瓦町FLAG1階
卓爾 761-8043 高松市中間町49-10

087-840-5339

087-851-0880
087-832-8811
087-861-0465
087-831-4275
087-874-0003
087-841-1555

087-862-1110

087-888-5151
087-813-2220
087-865-7711
087-861-3387
087-885-3338

施設名
仏生山駅前こだまクリニック

債権者名
〒
住
所
児玉 浩昭 761-8078 高松市仏生山町甲816-5

（医）仏生山クリニック

宮武

（医）仏生山みぞぶち内科医院

溝淵

ぶんご内科医院

豊後

雅巳 761-8073 高松市太田下町2463-6

087-869-7117

香川医療生活協同組合へいわこどもクリニック

藤原

高明 760-0073 高松市栗林町1丁目4-11

087-835-2026

（医）和光会前田病院

前田

雅彦 761-8054 高松市東ハゼ町824

087-865-7111

（医）マツオカ医院

松岡

信夫 761-8084 高松市一宮町143-5

087-888-2222

（医）松山内科クリニック

松山

哲子 761-8075 高松市多肥下町1501-1

087-867-7778

（医）マヤ内科医院

栗生

俊紀 760-0042 高松市大工町1-12

087-821-5230

（医）哲樹会真弓内科呼吸器科医院

真弓

哲二 760-0062 高松市塩上町2丁目2-6

087-835-2321

（医）研友会真弓皮膚泌尿器科医院

真弓

研介 760-0048 高松市福田町13-3

087-821-3913

（医）光樹会水谷内科クリニック

水谷

087-835-5037

みつ内科・ハートクリニック

藤村

繁樹 760-0080 高松市木太町3602-1
高松市多肥上町1111-1
光則 761-8076
多肥メディカルビル・イーア2階

（医）みやもとレディースクリニック

宮本誠一郎 760-0075 高松市楠上町2丁目3-15 2階

087-806-1177

（医）三好内科医院

三好

康夫 761-0442 高松市川島本町431-5

087-848-2288

森産婦人科医院

森

卓司 760-0052 高松市瓦町2丁目3-5

087-831-5513

香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院

藤本俊一郎 761-0186 高松市屋島西町2105-17

（医）安原マタニティクリニック

安原

正浩 761-8072 高松市三条町321-2

087-866-1111

（医）清瞳会山内クリニック

山内

紀子 761-8084 高松市一宮町403-1

087-886-7082

山崎内科呼吸器科医院

山崎

保寛 761-0101 高松市春日町799-1

087-818-1560

（医）準星会山下医院

三橋

康彦 769-0102 高松市国分寺町国分2155-3

087-874-0077

（医）湯浅クリニック

湯浅

087-868-9111

陽子レディースクリニック

安藤

誠 761-8064 高松市上之町1丁目3-29
高松市丸亀町1-1
陽子 760-0029
高松丸亀町壱番街西館2階

横井内科医院

横井

徹 760-0080 高松市木太町1663-2

087-862-2222

（医）よこい内科クリニック

横井

健治 761-8075 高松市多肥下町359-1

087-869-4511

（医）よつばウィメンズクリニック

片山

富博 761-8044 高松市円座町375-1

087-885-4103

（独）地域医療機能推進機構りつりん病院

前場

隆志 760-0073 高松市栗林町3丁目5-9

087-862-3171

（医）わき外科クリニック

脇

正志 761-8078 高松市仏生山町甲460-8

087-888-5123

（医）わたなべ内科消化器科医院

渡辺

正博 760-0078 高松市今里町1丁目30-21

087-833-6660

（医）良亜会アイファミリークリニック

松浦

皓二 763-0092 丸亀市川西町南826

0877-28-1333

（医）健仁会岩本病院

岩本

政仁 763-0093 丸亀市郡家町2486-5

0877-28-6311

（医）おおつか内科医院

大塚

章司 763-0072 丸亀市山北町451-1

0877-22-3667

（医）大西内科循環器科医院

大西

茂明 762-0082 丸亀市飯山町川原1083-6

0877-98-2455

（医）笠井外科胃腸科医院

笠井

敏雄 763-0055 丸亀市新田町19-1

0877-23-4666

（医）岸本医院

岸本

裕司 763-0073 丸亀市柞原町487

0877-22-5629

楠原内科医院

楠原

俊一 761-2404 丸亀市綾歌町岡田東2266-3

0877-86-3005

（医）厚仁会厚仁病院

松山

毅彦 763-0043 丸亀市通町133

0877-23-2311

（医）一貴会こうの内科クリニック

河野

一実 763-0081 丸亀市土器町西4丁目244

0877-23-1119

（医）秀聡会こはし内科・耳鼻咽喉科

小橋

嵩平 763-0093 丸亀市郡家町234

0877-28-6110

（医）恵基会小林医院

近石

恵三 761-2402 丸亀市綾歌町岡田下500-1

0877-86-3038

博之 761-8077 高松市出作町205-1
猛 761-8078 高松市仏生山町甲691-1

電話番号
087-814-4262
087-889-0111
087-888-1322

087-888-3810

087-841-9141

087-811-6607

（丸亀市）

施設名
小山クリニック
しげのぶ医院
（一社）サンテ・ペアーレ
サンテ・ペアーレクリニック
（医）柴田整形外科クリニック

債権者名
〒
住
所
小山 優三 763-0053 丸亀市金倉町391-3
重信

彰洋 761-2406 丸亀市綾歌町栗熊東66-6

電話番号
0877-58-4976
0877-86-6355

浩一郎 763-0034 丸亀市大手町3丁目3-21

0877-23-8700

柴田

昌志 763-0092 丸亀市川西町南422-10

0877-28-2700

（医）一章会整形外科・小児科安藤医院

山﨑

一也 763-0044 丸亀市福島町131

0877-22-5496

（医）里仁会瀬戸内クリニック

真鍋

后輝 763-0091 丸亀市川西町北188-1

0877-28-1511

（医）田村クリニック

田村

礼三 763-0048 丸亀市幸町1丁目5-5

0877-22-8391

（医）阿字会辻松外科内科医院

山内

光昭 763-0064 丸亀市前塩屋町1丁目12-24

0877-22-6718

中山クリニック

中山

雅裕 763-0032 丸亀市城西町2丁目3-17

0877-24-3000

にししょう小児科・内科医院

西庄かほる 763-0052 丸亀市津森町239-36

（医）仁慶会はやしクリニック

林

啓介 763-0073 丸亀市柞原町633-1

0877-23-5115

（医）悠心会平川クリニック

平川

惠一 762-0087 丸亀市飯山町西坂元705-1

0877-98-0710

（医）ひらの産婦人科医院

平野

正志 763-0082 丸亀市土器町東4丁目763

0877-24-6611

（医）丸亀博愛会ふたご山クリニック

石田

孝敏 763-0091 丸亀市川西町北1360-1

0877-24-8000

（医）健童会ほそだこどもクリニック

細田

禎三 763-0051 丸亀市今津町726-5

0877-58-0111

（医）まつむら医院

松村

幸治 763-0091 丸亀市川西町北507-1

0877-28-7312

（医）丸亀おのクリニック

小野志磨人 763-0045 丸亀市新町2-13

丸亀市国民健康保険広島診療所

梶

正治 763-0105 丸亀市広島町青木482

0877-29-2111

丸亀市国民健康保険本島診療所

梶

正治 763-0223 丸亀市本島町泊494

0877-27-3111

（医）更新会丸亀林病院

林

圭子 763-0001 丸亀市風袋町177-1

0877-22-8181

三浦内科・みちこ小児科クリニック

三浦

卓二 763-0082 丸亀市土器町東7丁目886

0877-22-7311

（医）三谷医院

三谷

禎二 763-0084 丸亀市飯野町東二1396-1

0877-22-4719

（医）宮井内科医院

宮井陽一郎 762-0082 丸亀市飯山町川原227-1

0877-98-7007

（医）杢保小児科医院

杢保

淳子 762-0082 丸亀市飯山町川原972-1

0877-98-2010

（医）美春月会もりもとこどもクリニック

森本

雄次 763-0082 丸亀市土器町東4丁目713-5

0877-25-9228

（医）健粋会吉馴医院

吉馴健太郎 762-0083 丸亀市飯山町下法軍寺858

麻田

0877-21-1515

0877-22-3902

0877-98-2012

（坂出市）
（医）赤心会赤沢病院

赤澤

正敏 762-0024 坂出市府中町325番地

0877-48-3200

（医）伊藤内科消化器科クリニック

伊藤

哲史 762-0025 坂出市川津町66番1

0877-44-1930

（医）うちだ小児科医院

内田

立志 762-0032 坂出市駒止町一丁目4番地30号

0877-46-2622

（医）昭龍会国重まこと医院

國重

昭郎 762-0038 坂出市笠指町4番28号

0877-46-5501

（医）小林内科胃腸科医院

小林

雄一 762-0046 坂出市富士見町一丁目10番10号 0877-45-9595

坂出市王越診療所

綾

宏 762-0014 坂出市王越町木沢1209番地4

0877-42-0103

坂出市国民健康保険与島診療所

綾

宏 762-0071 坂出市与島町102番地

0877-43-0010

坂出市立病院
（宗）カトリック聖ドミニコ宣教修道女会
坂出聖マルチン病院

綾

宏 762-8550 坂出市寿町三丁目1番2号

0877-46-5131

（医）佐藤医院

佐藤

融司 762-0032 坂出市駒止町二丁目1番38号

0877-46-3387

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院

松浦

一平 762-0007 坂出市室町三丁目5番28号

0877-46-1448

つざき内科クリニック

都嵜

和美 762-0012 坂出市林田町3348番地2

0877-47-0130

（医）つちだ内科クリニック

土田

眞 762-0025 坂出市川津町2980番地

0877-46-8451

北條クリニック

北条

中山紀美子 762-0033 坂出市谷町一丁目4番13号

和俊 762-0011 坂出市江尻町716番地

0877-46-5195

0877-46-2201

施設名
（医）まえだ整形外科外科医院

債権者名
〒
住
所
前田 直俊 762-0007 坂出市室町三丁目1番13号

まつむら内科クリニック

松村

（医）三木内科胃腸科医院

三木

峯小児科医院

峯

（医）然みのりクリニック

蔵谷

（医）吉田内科医院

直樹 762-0011 坂出市江尻町1577番地1
洋 762-0057 坂出市宮下町1番26

電話番号
0877-46-5056
0877-44-1133
0877-46-3658

宏 762-0043 坂出市寿町三丁目4番10号
坂出市駒止町一丁目3番5号
弘子 762-0032
ライフスクエア坂出1F

0877-46-4315

吉田

和矢 762-0045 坂出市元町一丁目3番18号

0877-44-1020

（医）安藤医院

安藤

直明 765-0011 善通寺市上吉田町2丁目4-11

0877-62-0129

（医）行天クリニック
（独法）国立病院機構
四国こどもとおとなの医療センター

行天

徹矢 765-0053 善通寺市生野町1860-3

0877-63-6200

中川

義信 765-8507 善通寺市仙遊町2丁目1-1

0877-62-1000

（医）純心会善通寺前田病院

前田

隆史 765-0073 善通寺市中村町894-1

0877-63-3131

（医）田所医院

田所

久徳 765-0032 善通寺市原田町1408-2

0877-62-1223

（医）光仁会中島医院

中島

雄作 765-0003 善通寺市善通寺町7丁目5-6

0877-62-0358

0877-59-0082

（善通寺市）

（医）にしかわクリニック

西川

清

765-0033 善通寺市木徳町1073-6

0877-63-6500

（医）高樹会ふじた医院

藤田

博崇 765-0011 善通寺市上吉田町4丁目5-1

0877-62-0555

（医）森医院

森

史郎 765-0003 善通寺市善通寺町1丁目7-18

0877-63-1500

今滝医院

今滝

健介 768-0052 観音寺市粟井町2292-1

0875-27-6218

（医）逍遥会おざきこどもクリニック

尾崎

貴視 768-0040 観音寺市柞田町甲880-2

0875-24-6789

（医）豊南会香川井下病院

井下

謙司 769-1613 観音寺市大野原町花稲818-1

0875-52-2215

（医）尚仁会かもだ内科クリニック

鴨田

匡史 768-0067 観音寺市坂本町7丁目10-10

0875-23-4976

（医）みとし会クニタクリニック

大西

真人 768-0040 観音寺市柞田町甲1888-1

0875-25-1577

合田循環器内科医院

合田

洋男 769-1601 観音寺市豊浜町姫浜493-1

0875-52-5566

（医）国土外科医院

國土

修平 768-0023 観音寺市古川町272

0875-25-0290

小山医院

小山

潤三 768-0013 観音寺市村黒町173

0875-25-2354

（観音寺市）

（医）高室医院

藤田

拓

768-0002 観音寺市高屋町803-1

0875-25-8311

（医）琴佳会中央クリニック

小野

克明 768-0060 観音寺市観音寺町甲3130-1

0875-25-0755

富田内科医院

富田

一穂 768-0040 観音寺市柞田町甲915

0875-24-0180

（医）素耕会冨士クリニック

藤田周一郎 768-0060 観音寺市観音寺町甲3002

0875-25-3692

（医）ブルースカイ松井病院

松井

孝嘉 768-0013 観音寺市村黒町739

0875-23-2111

三豊総合病院

安東

正晴 769-1695 観音寺市豊浜町姫浜708

0875-52-3366

（医）讃楡会みとよ内科にれクリニック

秋山

賢次 768-0022 観音寺市本大町1733-1

0875-25-1117

（医）三野小児科医院

三野

正博 768-0021 観音寺市吉岡町10-1

0875-25-7788

宮崎内科医院

宮﨑

重人 768-0060 観音寺市観音寺町甲3393

0875-25-1280

森内科医院

森

冨茂 768-0061 観音寺市八幡町1-5-33

0875-25-7363

（医）大仁会もりの木おおにしクリニック

大西

泰裕 768-0073 観音寺市茂西町1丁目6-3

0875-25-3291

よねいクリニック

米井

泰治 769-1601 観音寺市豊浜町姫浜703

0875-52-3800

（医）ありま内科消化器科クリニック

有馬

啓治 769-2101 さぬき市志度1900-7牟礼ビル2階 087-814-2388

（医）江﨑医院

江﨑

徹 769-2101 さぬき市志度870-2

087-894-0001

（医）おおばやしこどもクリニック

大林

浩二 769-2101 さぬき市志度4450-3

087-894-5665

（さぬき市）

（医）日昭会岡病院

施設名

債権者名
〒
住
所
岡
保紀 769-2101 さぬき市志度1562

（医）小田内科医院

青田

郁子 769-2101 さぬき市志度541-1

087-894-0305

寒川クリニック

寒川

穰治 769-2303 さぬき市長尾名37-7

0879-52-1100

（医）彰志会志度寺診療所

十河

章 769-2101 さぬき市志度1102-1

087-894-1991

田中小児科

田中

輝英 769-2303 さぬき市長尾名10-6

0879-52-0010

中川内科医院

中川

明信 769-2101 さぬき市志度797

087-894-1253

服部内科医院

服部

昌章 769-2312 さぬき市造田是弘688-3

0879-52-2173

（社）香東園華山ファミリークリニック

石川

間嶋医院

間嶋

行造 769-2302 さぬき市長尾西955

0879-52-2007

（医）溝渕内科循環器クリニック

溝渕

茂樹 769-2401 さぬき市津田町津田1048-1

0879-42-1122

（医）南医院

南

みろく間嶋医院

間嶋

信三 761-0901 さぬき市大川町富田西1269-1

0879-43-3511

（医）宇田整形外科医院

宇田

宙照 769-2705 東かがわ市白鳥96-1

0879-25-4328

奥谷医院

奥谷

敏晴 769-2601 東かがわ市三本松1700-1

0879-25-4478

香川県立白鳥病院

坂東

重信 769-2788 東かがわ市松原963

0879-25-4154

鎌田医院

中山

章 769-2701 東かがわ市湊704

0879-25-2519

（医）桑島内科医院

桑島

達郎 769-2601 東かがわ市三本松751

0879-25-0771

（医）田村内科医院

田村

敬二 769-2601 東かがわ市三本松353

0879-25-2868

（医）古川医院

古川

勝啓 769-2902 東かがわ市馬宿216-1

0879-33-7300

三木医院

三木登志也 769-2901 東かがわ市引田2270

（医）静楓会みさごクリニック

森岡

敬介 769-2901 東かがわ市引田202-1

0879-33-3900

（医）仁愛会三好医院

宮崎

雅仁 769-2513 東かがわ市大谷813-1

0879-25-3503

（医）山本内科クリニック

山本

光昭 769-2702 東かがわ市松原795

0879-24-1133

憲 769-2323 さぬき市寒川町神前1526-1

篤 769-2304 さぬき市昭和3347-1

電話番号
087-894-5050

0879-23-2555

0879-52-2171

（東かがわ市）

0879-33-3034

（三豊市）
（医）蕗弘会安藤内科医院

安藤

弘 767-0012 三豊市高瀬町上勝間1654-1

0875-72-5018

（医）池田外科医院

池田

博行 769-1502 三豊市豊中町笠田笠岡2136

0875-62-3151

（医）愛有会岩崎病院

岩崎

泰憲 769-1102 三豊市詫間町松崎2780-426

0875-83-6011

（医）おおくら医院

大倉

敏裕 769-1406 三豊市仁尾町仁尾辛39-13

0875-82-3353

三豊市国民健康保険財田診療所

山下

昭史 769-0401 三豊市財田町財田上2141

0875-67-3800

高井医院

高井

有一 768-0103 三豊市山本町財田西377-4

0875-63-2041

永野内科医院

永野圭一朗 767-0013 三豊市高瀬町下麻1383-1

（医）和風会橋本病院

橋本

康子 768-0103 三豊市山本町財田西902-1

0875-63-3311

（医）平林医院

平林

浩一 769-1101 三豊市詫間町詫間405

0875-83-2221

（医）新栄会細川病院

香川

嘉宏 769-1102 三豊市詫間町松崎1639-1

0875-83-2211

（医）喜水会水田医院

仁尾

眞実 769-1104 三豊市詫間町大浜甲1880

0875-84-6217

（医）みずた内科

水田

潤 769-1102 三豊市詫間町松崎301

0875-83-7218

みやしたファミリークリニック

宮下

村上医院

村上恭一郎 769-1101 三豊市詫間町詫間5488

（医）山地外科医院

山地

博文 767-0032 三豊市三野町下高瀬920-1

0875-72-2577

三枝

幹文 761-4106 小豆郡土庄町甲420

0879-62-0225

澄人 767-0011 三豊市高瀬町下勝間2013-2

0875-74-6018

0875-73-4976
0875-83-2006

（土庄町）
三枝医院

（医）外園医院

施設名

債権者名
〒
住
所
外園 正彰 761-4105 小豆郡土庄町甲730-5

電話番号
0879-62-0749

（医）一士会平井クリニック

平井

潔 761-4101 小豆郡土庄町甲1360-105

0879-62-1701

（医）海星みなと診療所

前田

正健 761-4131 小豆郡土庄町伊喜末81-32

0879-61-1071

（医）池田内科クリニック

八木

正人 761-4301 小豆郡小豆島町池田1-6

0879-75-1313

（医）一士会内海平井クリニック

平井

小豆島中央病院企業団小豆島中央病院

佐藤

（小豆島町）

（医）つばき会牟礼病院
（医）もり内科

潔 761-4432

小豆郡小豆島町草壁本町下川西
0879-82-2701
602-18

清人 761-4301 小豆郡小豆島町池田2060-1

牟 剛

761-4411 小豆郡小豆島町安田甲33

0879-75-1121
0879-82-1111

森

茂雄 761-4434 小豆郡小豆島町西村甲1468-1

0879-82-0075

田中

眞治 761-0612 木田郡三木町氷上112-1

087-891-0303

（三木町）
香川医療生活協同組合生協みき診療所
国立大学法人香川大学
香川大学医学部附属病院

筧

善行

761-0793 木田郡三木町大字池戸1750-1

重樹 761-0702 木田郡三木町平木56-7

087-898-5111

（医）春風会樫村病院

樫村

（医）一真会川人外科内科

川人貴美子 761-0823 木田郡三木町井戸526-1

（医）すくすくの会すくすくクリニックこにし

小西

中原医院

中原

一憲 761-0704 木田郡三木町下高岡641-1

087-898-0259

（医）讃陽堂松原病院

松原

玄明 761-0701 木田郡三木町大字池戸3232-1

087-898-0620

いけうち小児科医院

池内

優仁 769-0206 綾歌郡宇多津町浜六番丁92-7

0877-49-2100

（医）清仁会宇多津病院

倉田

典之 769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁66-1

0877-56-7777

富士クリニック

松本

康彦 769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁53-1

0877-49-7576

松山医院

松山

清志 769-0210 綾歌郡宇多津町2034-1

0877-49-0706

薫 761-0612 木田郡三木町大字氷上206-1

087-898-1431
087-899-1212
087-813-7876

（宇多津町）

（綾川町）
綾川町国民健康保険綾上診療所

藤井

綾川町国民健康保険陶病院

大原

昌樹 761-2103 綾歌郡綾川町陶1720-1

087-876-1185

（医）桑島医院

桑島

紀夫 761-2203 綾歌郡綾川町山田上甲1307-1

087-878-2005

香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院

大越

祐一 761-2305 綾歌郡綾川町滝宮486

087-876-1145

松本内科胃腸科医院

松本

勉 761-2101 綾歌郡綾川町畑田673

087-877-0520

（医）有隣会溝渕クリニック

溝渕

博司 761-2305 綾歌郡綾川町滝宮555-1

087-876-0056

（医）三宅医院

時松

由子 761-2103 綾歌郡綾川町陶5890-5

087-876-0125

（医）十全会岩﨑医院

森田

敏郎 766-0002 仲多度郡琴平町283-1

0877-75-5161

（医）大浦内科消化器科医院

大浦

正博 766-0004 仲多度郡琴平町榎井853-28

0877-75-1600

秋山医院

秋山

良則 764-0004 仲多度郡多度津町仲ノ町9-6

0877-32-8326

（医）みどり会加藤病院

加藤

哲士 764-0025 仲多度郡多度津町寿町7-3

0877-33-2821

（医）くるみクリニック

八代

雅也 764-0022 仲多度郡多度津町北鴨2丁目5-3 0877-58-5050

（医）嶋田耳鼻咽喉科医院

嶋田

高明 764-0024 仲多度郡多度津町幸町2-25

多度津三宅病院

三宅

中野小児科医院

中野

賢 761-2204 綾歌郡綾川町山田下3352-1

087-878-2002

（琴平町）

（多度津町）

0877-32-8711

純 764-0011 仲多度郡多度津町栄町2丁目1-36 0877-32-2447
一郎 764-0027 仲多度郡多度津町道福寺13-5

0877-32-4532

三宅医院

施設名

債権者名
〒
住
所
三宅 善文 764-0034 仲多度郡多度津町山階1386

（医）山本医院

山本

仁 764-0005 仲多度郡多度津町大通り5-11

電話番号
0877-32-5310
0877-32-2809

（まんのう町）
（医）篤心会いわさき循環器科内科クリニック

岩﨑

（医）小国医院

小国

（医）相愛会川口医院

関亦

丈夫 766-0017 仲多度郡まんのう町炭所西1528-1 0877-79-0711

（医）林泉会林医院

木村

敏章 766-0026 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

栗田

隆義 766-0201 仲多度郡まんのう町造田1974-1

篤志 766-0013 仲多度郡まんのう町東高篠1378-1 0877-75-2700
孝 766-0021 仲多度郡まんのう町四條777

0877-75-2317

0877-85-2318

