大腸がん検診精密検査協力医療機関
No

医 療 機 関 名

医療機関所在地

1 医療法人社団 雅友愛会

太田病院

東かがわ市三本松1758

2

香川県立白鳥病院

東かがわ市松原963

3

さぬき市民病院

さぬき市寒川町石田東甲387-1

4 医療法人社団 つばき会

牟礼病院

小豆郡小豆島町安田甲33

5

小豆島中央病院

小豆郡小豆島町池田2060-1

6 医療法人社団 修美会

綾田内科消化器科クリニック 高松市太田下町1872-2

7 内科・消化器内科

佐々木クリニック

8 医療法人社団 如水会

オリーブ高松メディカルクリニック 高松市観光町649-8

9 医療法人社団 和広会

伊達病院

高松市観光町588-8

10 医療法人社団 三恵会

木太三宅病院

高松市木太町3836-7

11 医療法人財団 博仁会

キナシ大林病院

高松市鬼無町藤井435-1

12 医療法人社団

大橋内科胃腸科

高松市三条町109-1

13 医療法人社団 雙和会

クワヤ病院

高松市塩屋町1-4

14 医療法人社団 啓友会

久米川病院

高松市新田町甲474-3

15 社会福祉法人 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

16 国家公務員共済組合連合会

高松病院

高松市天神前4-18

17

大饗内科消化器科医院

高松市成合町728-7

18 医療法人社団 康生会

高松大林病院

高松市番町一丁目10-3

19

高松赤十字病院

高松市番町四丁目1-3

20

香川県立中央病院

高松市朝日町一丁目2-1

21

高松内視鏡診断クリニック

高松市福岡町四丁目28-30

22 医療法人 和光会

前田病院

高松市東ハゼ町824

23 医療法人社団

松田内科医院

高松市藤塚町一丁目3-21

24 医療法人社団

石川内科胃腸科医院

高松市松縄町48-2

25

高松市立みんなの病院

高松市仏生山町甲847-1

26 香川県厚生農業協同組合連合会

屋島総合病院

高松市屋島西町2105-17

27 独立行政法人地域医療機能推進機構

りつりん病院

高松市栗林町三丁目5-9

28 香川医療生活協同組合

高松平和病院

高松市栗林町一丁目4-1

29 医療法人社団 ひまわり会

はまもと医院

高松市六条町795-6

30

加地医院

高松市牟礼町牟礼22-1

31 医療法人 福生会

多田羅内科クリニック

高松市番町三丁目3-1

32

八幡前三好医院

高松市宮脇町一丁目31-5

33 医療法人社団

わき外科・内科クリニック

高松市仏生山町甲460-8

34 医療法人社団 少将井

いがわ医院

高松市藤塚町一丁目11-1

35 医療法人社団

幡内科消化器科医院

高松市天神前6-18

36 医療法人社団

小林内科小児科医院

高松市屋島西町2485-6

37 医療法人社団

牛山クリニック

高松市檀紙町68-1

38 医療法人社団

東高松クリニック

高松市高松町2310-2

39 医療法人 春風会

樫村病院

木田郡三木町大字平木56-7

40 医療法人社団 一真会

川人外科内科

木田郡三木町大字井戸526-１

41 医療法人社団 讃陽堂

松原病院

木田郡三木町大字池戸3232-1

42 国立大学法人

香川大学医学部附属病院

木田郡三木町大字池戸1750-1

43 医療法人社団

小林内科胃腸科医院

坂出市富士見町一丁目10-10

44 医療法人社団

伊藤内科消化器科クリニック 坂出市川津町66-1

高松市香川町浅野1030-1

令和2年度 審査分

電 話 番 号

0879-25-2673
0879-25-4154
0879-43-2521
0879-82-1111
0879-75-1121
087-864-5111
087-840-5339
087-839-9620
087-831-1701
087-867-3131
087-881-3631
087-866-0084
087-851-5208
087-844-3111
087-868-1551
087-861-3261
087-885-1233
087-862-1231
087-831-7101
087-811-3333
087-821-8877
087-865-7111
087-831-4601
087-867-1000
087-813-7171
087-841-9141
087-862-3171
087-833-8113
087-864-6666
087-845-9713
087-861-3730
087-834-4800
087-888-5123
087-861-4306
087-835-3366
087-843-3315
087-886-0119
087-841-0033
087-898-1431
087-899-1212
087-898-0620
087-898-5111
0877-45-9595
0877-44-1930

大腸がん検診精密検査協力医療機関
No

医 療 機 関 名

医療機関所在地

45 宗教法人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

坂出市谷町一丁目4-13

46

坂出市立病院

坂出市寿町三丁目1-2

47 医療法人社団

三木内科胃腸科医院

坂出市宮下町1-26

48 社会医療法人財団 大樹会

総合病院回生病院

坂出市室町三丁目5-28

49 医療法人社団

田村クリニック

丸亀市幸町一丁目5-5

50 医療法人社団 宝樹みやの会

人工透析センター 宮野病院 丸亀市今津町19-1

51 独立行政法人労働者健康安全機構

香川労災病院

丸亀市城東町三丁目3-1

52 医療法人社団 健仁会

岩本病院

丸亀市郡家町2486-5

53 医療法人恵基会

小林医院

丸亀市綾歌町岡田下500-1

54 医療法人社団 悠心会

平川クリニック

丸亀市飯山町西坂元705-1

55 医療法人社団 健粋会

吉馴医院

丸亀市飯山町下法軍寺858

56 医療法人社団 重仁

まるがめ医療センター

丸亀市津森町219

57

石原消化器内科クリニック

善通寺市生野町1852-1

58 医療法人 高樹会

ふじた医院

善通寺市上吉田町四丁目5-1

59 綾川町国民健康保険

陶病院

綾歌郡綾川町陶1720-1

60 香川県厚生農業協同組合連合会

滝宮総合病院

綾歌郡綾川町滝宮486

61 医療法人社団

大浦内科消化器科医院

仲多度郡琴平町榎井853-28

62 医療法人社団 たけお会

岩佐病院

仲多度郡琴平町榎井775

63

多度津三宅病院

仲多度郡多度津町栄町二丁目1-36

64 医療法人社団 ひかり会

河内病院

仲多度郡多度津町青木130-1

65 医療法人社団 みどり会

加藤病院

仲多度郡多度津町寿町7-3

66 医療法人社団

小国医院

仲多度郡まんのう町四條777

67 医療法人社団 共生会

ふかだクリニック

仲多度郡まんのう町四條179

68 医療法人社団

今川内科医院

三豊市豊中町笠田竹田285-3

69

三豊市立永康病院

三豊市詫間町詫間1298-2

70

三豊総合病院

観音寺市豊浜町姫浜708

71 医療法人社団 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1007-1

72 医療法人社団 豊南会

香川井下病院

観音寺市大野原町花稲818-1

令和2年度 審査分

電 話 番 号

0877-46-5195
0877-46-5131
0877-46-3658
0877-46-1011
0877-22-8391
0877-22-3171
0877-23-3111
0877-28-6311
0877-86-3038
0877-98-0710
0877-98-2012
0877-23-5555
0877-63-6677
0877-62-0555
087-876-1185
087-876-1145
0877-75-1600
0877-73-3535
0877-32-2447
0877-33-3113
0877-33-2821
0877-75-2317
0877-73-2211
0875-62-2052
0875-83-3001
0875-52-3366
0875-23-1500
0875-52-2215

