
医療機関名 医師氏名 医療機関所在地
1 医療法人　あんどう整形外科 安藤　正明 四国中央市土居町小林1206 0896-74-1715
1 医療法人愛生会　井上整形外科医院 井上　力 四国中央市三島中央5丁目5-8 0896-24-2171
医療法人愛生会　井上整形外科医院 井上　香奈子 四国中央市三島中央5丁目5-8 0896-24-2171

1 医療法人共生会　井上整形外科クリニック 井上　由文 四国中央市金生町山田井1223 0896-58-8700
1 医療法人雄康会　大西内科医院 大西　康之 四国中央市金生町下分1423-1 0896-56-2018
1 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田　基 四国中央市妻鳥町字宮ノ西1506-1 0896-56-0188
1 医療法人社団栗整形外科病院 武内　啓 四国中央市中之庄町398-1 0896-24-5550
1 四国中央病院 北川　哲也 四国中央市川之江町2233 0896-58-3515
1 医療法人　鈴木医院 鈴木　俊二 四国中央市土居町小林1200 0896-74-7700
1 生協宇摩診療所 小原　朝彦 四国中央市寒川町2912-1 0896-25-0114
1 医療法人　川崎会中央クリニック 蓮井　雅浩 四国中央市三島中央4丁目12-23 0896-23-7808
1 豊岡台病院 田所　利彦 四国中央市豊岡町長田603-1 0896-25-0088
1 西岡病院 西岡　康弘 四国中央市三島金子2-7-22 0896-24-5511
1 野口眼科・内科・循環器内科 野口　容子 四国中央市中曽根町1673-1 0896-22-3366
1 医療法人明生会　長谷川病院 菰田　敬三 四国中央市金生町下分1249-1 0896-58-5666
1 ＨＩＴＯ病院 末廣　和長 四国中央市上分町788-1 0896-58-2222
1 医療法人柏寿会　福田医院 福田　保 四国中央市下柏町435 0896-23-2188
1 ふじえだファミリークリニック 藤枝　俊之 四国中央市中曽根町5074 0896-23-5864
1 医療法人徳善会　松岡整形外科医院 松岡　元法 四国中央市川之江町329-1 0896-58-5455
1 眞鍋医院 眞鍋　上二 四国中央市川之江町1297 0896-56-2269
1 医療法人社団恵仁会　三島外科胃腸クリニック 溝渕　正行 四国中央市中之庄町116 0896-24-3111
医療法人社団恵仁会　三島外科胃腸クリニック 溝渕　剛士 四国中央市中之庄町116 0896-24-3111

1 医療法人寿生会　みよし循環器クリニック 三好　広典 四国中央市寒川町1181-1 0896-24-5311
1 井石内科医院 井石　安比古 新居浜市西原町1丁目1-65 0897-32-5370
1 胃腸科内科　松村クリニック 松村　恭司 新居浜市中筋町2-1-1 0897-66-1555
1 伊藤整形外科クリニック 伊藤　俊介 新居浜市郷1丁目15-20 0897-37-7335
1 独立行政法人労働者健康福祉機構　愛媛労災病院 宮内　文久 新居浜市南小松原町13-27 0897-33-6191
1 医療法人　かとうクリニック 加藤　正隆 新居浜市船木甲4322-2 0897-40-2400
1 こんどう外科内科胃腸科クリニック 久保　博彦 新居浜市田所町4-70 0897-34-1211
1 十全総合病院 中村　寿 新居浜市北新町1-5 0897-33-1818
1 新田診療所 大野　公郎 新居浜市新田町1-9-9 0897-34-0207
1 医療法人健生会　循環器科林病院 芝　健 新居浜市中西町6-46 0897-43-8383
1 田坂外科医院 田坂　理 新居浜市北内町1丁目2-7 0897-41-7055
1 医療法人社団久和会　立花病院 井内　英人 新居浜市喜光地町1丁目13-29 0897-41-4118
1 たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック 谷　到 新居浜市郷2-1-10 0897-46-1325
1 知元医院 知元　正行 新居浜市松神子4-1-10 0897-45-1525
1 Dクリニック駅前病院 福田　良二 新居浜市坂井町1丁目7-4 0897-33-5000
1 新居浜医療福祉生活協同組合　中萩診療所 佐々木　宏樹 新居浜市萩生1061 0897-40-2525
1 医療法人　ながやす整形外科クリニック 永易　大典 新居浜市宮西町1-15 0897-37-1360
1 愛媛医療生活協同組合　新居浜協立病院 谷井　実 新居浜市若水町1丁目7-45 0897-37-2000
1 医療法人厚生会　新居浜山内病院 山内　保生 新居浜市徳常町6-13 0897-37-0022
1 はぴねす内科クリニック 味生　俊 新居浜市一宮町2-6-72 0897-35-3001
1 医療法人　宮下整形外科内科 宮下　直之 新居浜市松神子3丁目1-26 0897-45-3833
1 医療法人　山内クリニック 山内　忠茂 新居浜市松木町3-37 0897-31-7717
1 医療法人　吉井整形外科 吉井　信男 新居浜市沢津町3丁目1-8 0897-33-4410
1 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松　泰彦 新居浜市田所町3-5 0897-32-5787
1 医療法人同心会　西条中央病院 高田　泰治 西条市朔日市804 0897-56-0300
1 社会福祉法人恩賜財団　済生会西条病院 金子　由梨 西条市朔日市字榎ケ坪269-1 0897-55-5100
1 医療法人愛寿会　西条愛寿会病院 内田　伸 西条市福武字蔵尾甲158-1 0897-55-2300
1 医療法人北辰会　西条市民病院 間口　元文 西条市小松町妙口甲1521 0898-72-4111
1 医療法人　伊藤医院 伊藤　民雄 西条市飯岡字原の段1292 0897-53-2177
医療法人　伊藤医院 伊藤　久代 西条市飯岡字原の段1292 0897-53-2177
医療法人　伊藤医院 伊藤　誠 西条市飯岡字原の段1292 0897-53-2177

1 医療法人星友会　回生堂医院 星加　照毅 西条市神拝甲591 0897-55-3101
1 坂根医院 坂根　浩弥 西条市喜多川438-4 0897-55-4021
1 医療法人　篠原内科外科耳鼻科 砂山　敬之 西条市大町520-8 0897-56-3521
1 医療法人　高橋こどもクリニック 高橋　貢 西条市朔日市313-5 0897-55-0776
1 医療法人　としもり内科 年森　司 西条市下島山甲1264-4 0897-53-6300
1 医療法人　星加小児科内科ファミリークリニック 松友　誠治 西条市大町612-1 0897-55-3105
医療法人　星加小児科内科ファミリークリニック 篠原　聖子 西条市大町612-1 0897-55-3105

1 医療法人　じょうとく内科クリニック 城德　昌典 西条市神拝字七反地甲217-1 0897-58-2233
1 西条市立周桑病院 八木　大 西条市壬生川131 0898-64-2630
1 医療法人弘仁会　共立病院 得居　和義 西条市三津屋南9-10 0898-64-2662
医療法人弘仁会　共立病院 緒方　肇 西条市三津屋南9-10 0898-64-2662
医療法人弘仁会　共立病院 緒方　祐子 西条市三津屋南9-10 0898-64-2662

1 医療法人倬清会　横山病院 横山　卓 西条市小松町新屋敷甲286 0898-72-2121
医療法人倬清会　横山病院 横山　闡 西条市小松町新屋敷甲287 0898-72-2121

1 医療法人社団門の内会　渡部病院 渡部　達夫 西条市周布331-1 0898-64-1200
1 医療法人　いしづちやまクリニック 中川　秀和 西条市周布921 0898-68-8885
1 今井クリニック整形外科 今井　義之 西条市丹原町今井106-1 0898-68-8118
1 くしべ整形外科 櫛部　英郎 西条市丹原町池田87 0898-76-7555
1 園延整形外科 園延　峰義 西条市壬生川95-4 0898-64-0660
1 田中内科 田中　通久 西条市桑村109-5 0898-66-1700
1 医療法人　田渕外科 田渕　三郎 西条市北条1658-1 0898-65-5651
1 医療法人元気会　平田クリニック 平田　進英 西条市周布2172-1 0898-76-2256
1 弓山外科 弓山　忍 西条市三津屋197-6 0898-64-3182
1 医療法人周恵会　近藤クリニック 近藤　均 西条市周布344-3 0898-64-2760
1 安永クリニック 安永　英孝 西条市北条1651-1 0898-64-5760
1 iクリニック内科・呼吸器内科 居倉　博彦 今治市郷新屋敷町3丁目1-39 0898-22-1929
1 相原内科クリニック 相原　信之 今治市本町2丁目1-27 0898-25-1311
1 医療法人　あおのクリニック 青野　幸治 今治市菊間町浜1001 0898-54-5115
1 医療法人明成会　秋山整形外科・歯科 秋山　明三 今治市桜井2丁目3-1 0898-36-6661
1 医療法人　有津むらかみクリニック 村上　篤信 今治市伯方町有津甲2335 0897-72-3200
1 医療法人　井出整形外科医院 井出　雄久 今治市片山3丁目3-46 0898-23-5924
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医療機関名 医師氏名 医療機関所在地 電話番号
1 医療法人社団銀杏会　井出病院 井出　透 今治市常盤町7丁目3-6 0898-32-2866
1 いまおか内科クリニック 今岡　大也 今治市北高下町2丁目1-48 0898-22-0660
1 医療法人杏風会　今治セントラル病院 毛利　敏朗 今治市松本町2丁目6-6 0898-22-5251
1 社会医療法人真泉会　今治第一病院 曽我部　仁史 今治市宮下町1丁目1-21 0898-23-2000
1 医療法人大樹会　今治南病院 菅　大三 今治市四村103-1 0898-22-7300
1 医療法人　井門クリニック 井門　等 今治市朝倉下甲1146-1 0898-56-1155
1 医療法人　岩城診療所 福井　康太郎 越智郡上島町岩城2123-1 0897-75-3188
1 医療法人　大西クリニック 曽我部　仁史 今治市大西町紺原甲827-1 0898-53-2282
1 医療法人　小澤外科循環器科 小澤　正澄 今治市馬越町4丁目3-10 0898-32-1520
1 医療法人　片山医院 片山　素美 今治市吉海町幸新田71 0897-84-2620
1 医療法人　喜多嶋診療所 三好　明宏 今治市伯方町木浦甲3449 0897-72-0250
1 木原病院 木原　晃 今治市別宮町3丁目7-8 0898-23-0634
1 消化器科久保病院 久保　元敏 今治市内堀１丁目1-19 0898-41-3233
1 医療法人補天会　光生病院 石丸　雅巳 今治市室屋町3丁目2-10 0898-22-0468
1 社会福祉法人恩賜財団　済生会今治病院 松野　剛 今治市喜田村7丁目1-6 0898-47-2500
1 済生会今治第二病院 堀池　典生 今治市北日吉町1丁目7-43 0898-23-0100
1 医療法人　さとう内科クリニック 佐藤　政晃 今治市大新田町3丁目4-8 0898-33-7233
1 医療法人　しのざき整形外科 篠﨑　進一 今治市伯方町伊方熊口新開甲1022-1 0897-73-1221
1 医療法人やすらぎ会　鈴木病院 鈴木　孝 今治市別宮町2丁目1-5 0898-23-0500
1 社会医療法人生きる会　瀬戸内海病院 小堀　陽一郎 今治市北宝来町2丁目4-9 0898-23-0655
1 医療法人泰山会　高山内科病院 高山　雄次 今治市大正町3丁目5-8 0898-22-7720
1 医療法人　竹内外科胃腸科 竹内　浩紀 今治市立花町3丁目6-36 0898-22-0132
1 たけうちクリニック 武内　寛 今治市旭町2丁目2-11 0898-25-8100
1 武田脳神経外科 武田　定典 今治市南高下町3丁目2-10 0898-25-6417
1 医療法人厚仁会　波方中央病院 臼谷　直純 今治市波方町樋口甲1683-1 0898-41-5911
1 はかた外科胃腸科 村上　陽昭 今治市伯方町叶浦甲1667-25 0897-72-1711
1 医療法人　波止浜内科・外科 国延　浩史 今治市地堀5丁目2-1 0898-41-9168
1 内科・消化器科　羽鳥病院 羽鳥　重明 今治市南宝来町3丁目2-3 0898-22-2898
1 医療法人光雄会　林医院 林　雄司 今治市菊間町浜414 0898-54-2006
1 平林胃腸クリニック 平林　靖士 今治市河南町２丁目6-20 0898-31-5100
1 広瀬クリニック 廣瀬　正典 今治市拝志3-1 0898-47-3111
1 医療法人陽成会　広瀬病院 廣瀬　純成 今治市喜田村6丁目5-1 0898-47-0100
1 医療法人和紘会　整形外科藤井病院 藤井　裕子 今治市常盤町5丁目3-38 0898-24-1000
1 医療法人　藤田医院 藤田　敏博 今治市桜井2丁目5-57 0898-47-1131
1 医療法人順天会　放射線第一病院 木本　眞 今治市北日吉町1丁目10-50 0898-23-3358
1 松浦医院 松浦　範夫 今治市上浦町井口5300 0897-87-3350
1 まつもとクリニック 松本　尚之 今治市大正町3丁目6-10 0898-22-7353
1 医療法人彩水会　真部クリニック 真部　淳 今治市矢田甲7-1 0898-22-0907
1 医療法人天楽会　三木病院 三木　冬人 今治市泉川町1丁目3-45 0898-32-4680
1 美須賀病院 小松　次郎 今治市黄金町3丁目4-8 0898-32-1212
1 医療法人　村上整形外科 村上　俊 今治市松木28-7 0898-47-2515
1 医療法人三省会　村上病院 村上　健二 今治市常盤町5丁目3-37 0898-22-8833
1 医療法人平成会　山内病院 玉井　晋吾 今治市片山3丁目1-40 0898-32-3000
1 医療法人滴水会　吉野病院 吉野　俊昭 今治市末広町1丁目5-5 0898-32-0323
1 医療法人　吉正整形外科 吉武　博正 今治市別宮町7丁目2-60 0898-33-3400
1 医療法人　西本整形外科 西本　章 東温市田窪303-1 089-964-1611
1 医療法人　相原整形外科 相原　忠彦 松山市南久米町550-1 089-970-0222
1 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 松本　彰男 松山市石手白石甲105-6 089-977-5522
1 医療法人遊水会　あさかぜクリニック 城口　朝雄 松山市西石井1丁目1-5 089-961-1122
1 医療法人光陽会　あさの胃腸内科クリニック 浅野　宏国 松山市小坂3丁目3-26 089-945-3351
1 医療法人順風会　天山病院 宇都宮　一泰 松山市天山2丁目3-30 089-946-1555
医療法人順風会　天山病院 柴　淳 松山市天山2丁目3-30 089-946-1555

1 医療法人　いかわ整形外科 井川　晴友 松山市和泉南1丁目5-8 089-957-3331
1 いちかわ内視鏡内科クリニック 市川　壮一 松山市枝松5丁目6?10 089-915-7677
1 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 松本　健吾 松山市新石手甲72-1 089-977-3355
1 医療法人　石丸小児科 中野　省三 松山市三番町6丁目5-1 089-921-2918
1 医療法人正康会　井手整形外科医院 井手　正敏 松山市昭和町70 089-941-2191
1 医療法人　稲田内科消化器科医院 稲田　裕 松山市鴨川3丁目3-13 089-924-8188
1 医療法人　今在家クリニック 川井田　眞一 松山市今在家町3丁目1-5 089-969-1321
1 医療法人　岩崎内科 岩﨑　正高 松山市高砂町1丁目3-9 089-925-6005
1 医療法人　内田クリニック 内田　英男 松山市河野別府705-1 089-992-0080
1 医療法人社団酉仁会　浦屋病院 浦屋　制 松山市中一万町5-10 089-943-0150
1 愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院 小西　央彦 松山市来住町1091-1 089-976-7001
愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院 原　穂高 松山市来住町1091-1 089-976-7001
愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院 森実　和樹 松山市来住町1091-1 089-976-7001
愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院 塚本　尚文 松山市来住町1091-1 089-976-7001
愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院 尾﨑　達哉 松山市来住町1091-1 089-976-7001

1 ＮＴＴ西日本松山病院 新山　賢二 松山市喜与町1丁目7-1 089-936-2461
1 医療法人　遠藤内科医院 遠藤　哲郎 松山市永代町3-4 089-943-5338
1 おおしろ外科こもれび診療所 大城　良雄 松山市余戸西1丁目1-6 089-968-8788
1 まつやま余戸南診療所 大城　辰雄 松山市余戸南1丁目24-31 089-965-0373
1 大手町クリニック 松原　寛 松山市大手町1丁目4-1 089-931-1374
1 医療法人　大野内科循環器科消化器科 大野　憲仁 松山市松末2丁目14-3 089-976-1500
1 大野皮膚科 大野　宏守 松山市南久米町686-8 089-975-6788
1 医療法人　岡部内科消化器科クリニック 岡部　壯一 松山市東垣生町136 089-972-2221
1 医療法人　岡本医院 岡本　裕 松山市住吉2丁目2-5 089-951-0835
1 医療法人　冲永内科医院 冲永　陽一 松山市北斎院町85-1 089-972-0634
1 医療法人　奥島病院 奥島　伸治郎 松山市道後町2丁目2-1 089-925-2500

 医療法人　奥島病院 宮内　勝敏 松山市道後町2丁目2-1 089-925-2500
医療法人　奥島病院 佐藤　澄子 松山市道後町2丁目2-1 089-925-2500
医療法人　奥島病院 原　　義和 松山市道後町2丁目2-1 089-925-2500

1 医療法人社団　越智クリニック 越智　邦明 松山市清水町1丁目8-25 089-923-3822
1 医療法人　かざはやクリニック 土井内　純治 松山市中西内618 089-960-2555

 医療法人　かざはやクリニック 松本　真紀 松山市中西内618 089-960-2555
1 医療法人慈愛会　梶浦病院 秋田　進久 松山市三番町4丁目4-5 089-943-2208
1 医療法人　かどた脳神経外科 門田　治 松山市古川北2丁目10-6 089-960-0020



医療機関名 医師氏名 医療機関所在地 電話番号
1 医療法人和仁会　門田内科循環器科医院 門田　和紀 松山市井門町574-1 089-958-0360
1 医療法人　かない循環器科・内科クリニック 金居　英明 松山市中須賀1丁目1-26 089-952-0081
1 医療法人慶士会　金澤整形外科 金澤　慶治 松山市小村町87-6 089-963-2399
1 医療法人創実会　河田外科脳神経外科医院 河田　實夫 松山市六軒家町3-19 089-924-1590

 医療法人創実会　河田外科脳神経外科医院 河田　泰実 松山市六軒家町3-19 089-924-1590
1 医療法人　河原医院 河原　泰彦 松山市高岡町630-3 089-971-2025
1 かんだ内科消化器科循環器科 神田　公敏 松山市北久米町97-1 089-970-8111
1 医療法人　きい麻酔科クリニック 紀伊　典克 松山市余戸西3丁目12-20 089-965-0005
1 医療法人　喜多岡整形外科クリニック 喜多岡　健二 松山市雄郡2丁目9-33 089-998-6611
1 北新医院 北新　徹也 松山市中村3丁目4-3 089-921-0989
1 医療法人　北吉田診療所 村田　克敏 松山市北吉田町1019-1 089-965-4180
1 医療法人　木村クリニック 木村　誠 松山市一番町1丁目7-6 089-941-3200
1 窪田クリニック消化器科・外科・肛門科 窪田　覚 松山市和泉南4丁目2-3 089-958-2516
1 医療法人　久保内科循環器クリニック 久保　俊 松山市鴨川1丁目2-11 089-925-5345
1 医療法人　久米窪田クリニック 加納　嘉明 松山市久米窪田町1147 089-976-3355
1 医療法人　クリニカル樫本内科 樫本　雅彦 松山市来住町518 089-976-7161
1 医療法人廣瀬内科　桑原内科麻酔科 橋田　啓 松山市桑原2丁目8-18 089-941-8567
1 医療法人社団　藏原放射線科 藏原　一郎 松山市東雲町4-8 089-941-0851
1 医療法人光寿会　河野内科 河野　邦彦 松山市千舟町2丁目7-1 089-941-3181
1 こうの内科クリニック 河野　政志 松山市余戸西6丁目10-50 089-965-4524
1 こみなと胃腸内科 米湊　徹 松山市北土居3丁目11-32-2F 089-957-8887

 こみなと胃腸内科 米湊　健 松山市北土居3丁目11-32-2F 089-957-8887
1 医療法人社団　近藤内科 近藤　一 松山市中野町甲404 089-963-3836
1 社会福祉法人恩賜財団　済生会松山病院 山本　昌也 松山市山西町880-2 089-951-6111
1 作道クリニック 作道　一志 松山市一番町2丁目6-21高岡ビル2F 089-934-0567
1 医療法人　佐々木整形外科 佐々木　雅敏 松山市余戸南5丁目4-1 089-974-3323
1 医療法人グランセル　佐藤実病院 佐藤　公治 松山市本町6丁目3-1 089-925-5544

 医療法人グランセル　佐藤実病院 眞田　英次 松山市本町6丁目3-1 089-925-5544
1 医療法人　さんき整形外科 三喜　長明 松山市三杉町1-13 089-951-5111
1 医療法人　重見循環器科内科 重見　運平 松山市古三津5丁目8-1 089-953-1330
1 医療法人　芝内科消化器科医院 芝　壽彦 松山市小栗5丁目5-2 089-933-4848
1 医療法人　志摩整形外科 志摩　隆一 松山市谷町甲53-1 089-979-6116
1 医療法人清友会　清水医院 清水　大樹 松山市衣山4丁目818-2 089-922-1500
1 上甲整形外科 上甲　裕継 松山市福音寺町26-1 089-975-3151
1 愛媛医療生活協同組合　城北診療所 大西　健司 松山市姫原3丁目7-17 089-926-3625
1 城内科循環器科クリニック 城　忠文 松山市三番町7丁目13-13ミツネビル1F 089-941-4700
1 しらかた内科クリニック 白方　俊章 松山市森松町663-1 089-956-1515
1 医療法人　菅井内科 小椋　陽介 松山市一番町3丁目3-3 089-931-3161
1 医療法人　整形外科つばさクリニック 森　孝久 松山市南江戸4丁目3-45 089-925-2839
1 医療法人　清家整形外科 清家　健 松山市小坂1丁目2-39 089-943-4368
1 医療法人松山心臓・血管病センター　関谷循環器科 関谷　達人 松山市北梅本町甲3320 089-955-7676
1 医療法人　そのだ心療内科 園田　順二 松山市和泉南5丁目1-21 089-956-1884
1 そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 中村　陽一 松山市室町73-1 089-932-1192
1 医療法人聖光会　鷹の子病院 入船　和典 松山市鷹子町525-1 089-976-5551
医療法人聖光会　鷹の子病院 藤井　靖久 松山市鷹子町525-1 089-976-5551
医療法人聖光会　鷹の子病院 矢野　和夫 松山市鷹子町525-1 089-976-5551

1 医療法人　高橋医院 高橋　敬輔 松山市北条辻1377-1 089-992-0050
1 医療法人　竹内内科胃腸科 竹内　一彰 松山市別府町346-6 089-953-2311
1 医療法人　田中医院 田中　純一 松山市北条辻267-5 089-992-0211
1 医療法人　田辺医院 田邉　亮介 松山市北条辻13-4 089-992-5102
1 医療法人桜会　たぼ麻酔科クリニック 多保　悦夫 松山市古川北3丁目19-5 089-957-7755
1 医療法人　たんげ内科クリニック 丹下　宜紀 松山市東石井7丁目8-26 089-956-2525
1 医療法人　椿クリニック 泉本　昭彦 松山市市坪南1丁目5-26 089-957-6661
1 医療法人社団　坪井整形外科 坪井　一世 松山市南斎院町53-1 089-973-8311
1 医療法人興友会　土居外科胃腸科医院 土居　興 松山市平井町甲3256-1 089-975-9700
1 医療法人財団杏林会　東明病院 高岡　伸行 松山市東方町甲1026-1 0899-63-3333
1 医療法人社団　戸梶内科医院 戸梶　泰伸 松山市味酒町1丁目4-12 089-931-5781
1 徳永外科医院 德永　勝 松山市湊町4-7-11 0899-43-3500
1 医療法人　徳山内科 德山　俊一郎 松山市松ノ木1丁目7-11 0899-51-1110

 医療法人　徳山内科 德山　勝之 松山市松ノ木1丁目7-11 0899-51-1110
1 医療法人和光会　土橋共立病院 窪田　学 松山市土橋町3-1 089-931-1804
1 医療法人社団　富田外科・胃腸科 富田　祐三 松山市東野2丁目2-5 089-977-2335
1 医療法人　とみの心臓血管クリニック 富野　哲夫 松山市古川北3丁目3-27 089-905-0323
1 医療法人　豊島医院 豊島　正憲 松山市道後一万3-7 089-924-2936
1 医療法人　中川病院 中川　泰範 松山市南梅本町甲58 089-976-7811

 医療法人　中川病院 楠瀬　浩之 松山市南梅本町甲58 089-976-7811
1 医療法人　和気クリニック 山本　吉浩 松山市太山寺町1117-1 089-978-2121
1 にのみや消化器科内科小児科 二宮　常之 松山市平井町甲3236-1 089-975-2238
1 医療法人ノエル医科歯科クリニック　ノエルクリニック心臓血管外科歯科佐藤　晴瑞 松山市本町6丁目3-3 089-925-8811
1 医療法人　中田胃腸科放射線科 中田　新一郎 松山市南久米町563 089-976-5111
1 新谷内科クリニック 新谷　泰成 松山市畑寺2丁目4-39 089-947-1555
1 医療法人　野村胃腸科内科医院 野村　実 松山市古川西2丁目8-1 089-958-3811
1 医療法人財団仁清会　野本記念病院 藤原　康史 松山市三番町5丁目12-1 089-943-0151
1 医療法人　檜垣小児科内科医院 檜垣　壽一 松山市北条辻415-3 089-992-0258
1 医療法人社団　久野内科 久野　梧郎 松山市此花町8-24 089-932-5567
1 医療法人弓裕会　日野整形外科医院 日野　裕三 松山市宮田町9-1 089-945-6534
1 医療法人　樋野外科胃腸科クリニック 樋野　正治 松山市萱町1丁目5-6 089-921-6060
1 医療法人　日野内科・消化器科 日野　壽子 松山市余戸東5丁目2-5 089-968-8181
1 医療法人　平松循環器科内科 平松　伸一 松山市湊町2丁目1-12 089-943-2570
1 ひろ整形外科 河野　博彦 松山市桑原4丁目16-11 089-945-6000
1 医療法人　福井整形外科麻酔科医院 福井　博雅 松山市久米窪田町784-1 089-970-2500
1 福井内科呼吸器科クリニック 福井　順一 松山市鹿峰字塚田99-1 089-994-7200
1 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック 福田　浩 松山市西垣生町478-6 089-989-3433
1 藤原胃腸科 藤原　寿照 松山市中央2丁目1236-5 089-925-1313
1 医療法人　藤原整形外科 藤原　郁郎 松山市余戸東3丁目11-1 089-973-2255
1 医療法人樹人会　北条病院 坂本　崇雄 松山市河野中須賀288-5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　089-993-1200



医療機関名 医師氏名 医療機関所在地 電話番号
 医療法人樹人会　北条病院 宇都宮　成洋 松山市河野中須賀288-5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　089-993-1200

医療法人樹人会　北条病院 高石　義浩 松山市河野中須賀288-5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　089-993-1200
1 医療法人フェニックス　北条フェニックス脳神経外科 篠原　伸也 松山市北条辻609-1 089-960-2500
1 医療法人愛聖会　増田整形外科 増田　頼昭 松山市南梅本町1136-2 089-970-2020
1 医療法人一朋会　増田病院 増田　公彦 松山市山越3丁目5-24 089-924-7804
1 医療法人　ますもと内科クリニック 舛本　俊一 松山市南梅本町甲1271 089-976-1277
1 医療法人　松岡整形外科 松岡　純弘 松山市太山寺町912-21 089-978-5515
1 松本整形外科皮膚科医院 松本　保 松山市清水町2丁目3-2 089-925-6600
1 医療法人　松村内科クリニック 松村　茂 松山市六軒家町4-21 089-926-5500
1 松山赤十字病院 田口　浩之 松山市文京町1 089-924-1111
1 医療法人笠置記念胸部外科　松山笠置記念心臓血管病院 笠置　康 松山市末広町18-2 089-941-2288
1 医療法人松原会　松山第一病院 松原　泰久 松山市久万ノ台282-2 089-924-6878

 医療法人松原会　松山第一病院 山崎　史朗 松山市久万ノ台282-2 089-924-6878
医療法人松原会　松山第一病院 松木　豊 松山市久万ノ台282-2 089-924-6878
医療法人松原会　松山第一病院 土居　綾子 松山市久万ノ台282-2 089-924-6878
医療法人松原会　松山第一病院 馬越　順子 松山市久万ノ台282-2 089-924-6878

1 医療法人社団慈生会　松山城東病院 桑原　公朗 松山市松末2丁目19-36 089-943-7717
 医療法人社団慈生会　松山城東病院 兵藤　眞 松山市松末2丁目19-36 089-943-7717

医療法人社団慈生会　松山城東病院 荒木　周平 松山市松末2丁目19-36 089-943-7717
医療法人社団慈生会　松山城東病院 川田　浩之 松山市松末2丁目19-36 089-943-7717

1 医療法人　丸石整形外科医院 丸石　學 松山市東石井3丁目7-1 089-956-6108
1 医療法人　三津整形外科 井関　亮甫 松山市古三津3丁目5-5 089-968-3333

 医療法人　三津整形外科 井関　康武 松山市古三津3丁目5-5 089-968-3333
医療法人　三津整形外科 西川　浩 松山市古三津3丁目5-5 089-968-3333

1 医療法人　三世ペインクリニック 三世　敏彦 松山市桑原1丁目4-45 089-934-1374
1 医療法人　みどりクリニック内科消化器科 森山　幹浩 松山市中央1丁目10-12 089-926-8881
1 医療法人仁友会　南松山病院 藤山　登 松山市朝生田町1丁目3-10 089-941-8255
1 医療法人光生会　みねおい内科・循環器内科 三根生　和明 松山市生石町472 089-932-1202
1 医療法人　宮内消化器科内科 宮内　聡一郎 松山市溝辺町627 089-977-5115
1 医療法人　みやぎクリニック 宮城　和富 松山市鷹子町442-2 089-993-8481
1 医療法人　三宅内科胃腸科 三宅　正夫 松山市土居田町58-3 089-932-6262

 医療法人　三宅内科胃腸科 三宅　康之 松山市土居田町58-3 089-932-6262
1 宮崎外科・内科 宮崎　隆史 松山市南久米町158 089-975-2775
1 医療法人明星会　明星クリニック 渡部　宗宏 松山市井門町462-1 089-957-8000
1 医療法人瀬戸医心会　三好整形外科医院 三好　諄 松山市小川甲82 089-994-7111
1 医療法人　森野内科クリニック 森野　通廣 松山市柳井町1丁目11-12 089-945-6667
1 柳井内科クリニック 柳井　利之 松山市道後湯之町3-10 089-948-0880
1 医療法人社団　矢野内科 矢野　誠 松山市東長戸1丁目10番18号 089-922-5522
1 医療法人　矢野内科クリニック 矢野　哲郎 松山市末町甲15-1 089-977-8855
1 山下消化器外科クリニック 山下　広高 松山市西長戸町311-1 089-911-2311
1 山下脳神経外科 山下　三成 松山市西長戸町160 089-927-1311
1 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中　俊作 松山市内宮町558-1 089-978-7611
1 医療法人　友愛医院 亀井　敏光 松山市水泥町90-1 089-976-6262
1 医療法人　余戸クリニック 井上　誠 松山市余戸中2丁目14-3 089-972-6500
1 医療法人　横田整形外科リウマチ科 横田　修二 松山市千舟町1丁目1-5 089-941-2551
1 よこた内科 横田　和昭 松山市岩崎町1丁目8-41 089-945-8811
1 医療法人　よこて内科クリニック 横手　亮二 松山市余戸南4丁目15-3 089-971-1811
1 医療法人同仁会　おおぞら病院 山下　治彦 松山市六軒家町4-20 089-989-6620

 医療法人同仁会　おおぞら病院 越智　慶子 松山市六軒家町4-20 089-989-6620
医療法人同仁会　おおぞら病院 吉田　直彦 松山市六軒家町4-20 089-989-6620
医療法人同仁会　おおぞら病院 苅田　美夏 松山市六軒家町4-20 089-989-6620

1 医療法人　吉野内科 吉野　到 松山市平田町19-2 089-979-5123
1 医療法人　よしだ内科クリニック 吉田　眞通 松山市桑原4丁目8-7 089-933-0122
1 医療法人松山ハートセンター　よつば循環器科クリニック 阿部　充伯 松山市南江戸4丁目3-53 089-965-2211

 医療法人松山ハートセンター　よつば循環器科クリニック 横山　雄一郎 松山市南江戸4丁目3-53 089-965-2211
医療法人松山ハートセンター　よつば循環器科クリニック 寺谷　禎史 松山市南江戸4丁目3-53 089-965-2211
医療法人松山ハートセンター　よつば循環器科クリニック 藤枝　裕之 松山市南江戸4丁目3-53 089-965-2211

1 医療法人伝光会　立命クリニック 村上　聡 松山市本町4丁目5-1 089-994-8711
1 医療法人社団　渡部整形外科 渡部　裕一 松山市古川西1丁目1-11 089-957-5800
1 医療法人ミネルワ会　渡辺病院 渡辺　英生 松山市空港通7丁目13-3 089-973-0111
1 医療法人TMC　富永ペインクリニック 富永　喜代 松山市此花町7-33 089-921-7711
1 いずみ診療所 和泉　明宏 松山市今在家町1丁目１－１ 089-921-7711
1 東石井クリニック 中田　達広 松山市東石井2-22-1 089-905-3200
1 国民健康保険久万高原町立病院 鈴木　偉一 上浮穴郡久万高原町久万65 0892-21-1120
1 医療法人　東岡整形外科 東岡　佳勝 伊予郡松前町恵久美670-1 089-985-2522
1 友澤外科 友澤　哲男 伊予郡松前町北黒田173-1 089-985-0511
1 医療法人　おち内科循環器科 越智　隆明 伊予郡松前町大字大溝508-12 089-960-3620
1 医療法人　松野内科クリニック 松野　敏文 伊予郡松前町大間166-1 089-961-6677
1 柳田医院 柳田　公広 伊予郡砥部町高尾田287 089-969-6300
1 医療法人　かどた内科 門田　富史 伊予郡砥部町高尾田635-2 089-957-3113
1 山本クリニック 山本　浩之 伊予郡砥部町宮内946-1 089-962-2036
1 医療法人　西村医院 西村　正二 伊予郡砥部町宮内811 089-962-3122
1 豊島医院 豊島　英治 伊予郡砥部町大南198-2 089-962-2073
1 医療法人恕風会　大洲記念病院 菅原　康雄 大洲市徳森1512-1 0893-25-2022

 医療法人恕風会　大洲記念病院 清水　晃 大洲市徳森1512-1 0893-25-2022
1 喜多医師会病院 住元　巧 大洲市東大洲1563番地1 0893-25-0535
1 医療法人　井関クリニック 井関　貞文 大洲市新谷町甲306 0893-25-6212
1 べっく医院 別宮　弘 大洲市平野町野田3220-1 0893-59-0911
1 大洲市国民健康保険河辺診療所 兼光　望 大洲市河辺町植松428 0893-39-2010
1 医療法人　植木内科医院 植木　秀実 喜多郡内子町五十崎甲1212 0893-44-2215
1 医療法人　二宮医院 二宮　完治 八幡浜市保内町宮内1-92 0894-36-0896
1 谷池内科・胃腸科 西野　執 八幡浜市1280-20 0894-22-4567
1 医療法人　永松内科医院 永松　昭彦 八幡浜市保内町川之石1-260 0894-36-0224

 医療法人　永松内科医院 永松　恭子 八幡浜市保内町川之石1-260 0894-36-0224
1 医療法人竹林院　整形外科井関医院 井関　満永 西予市野村町野村11-110 0894-72-0030
1 西予市立野村病院 守田　人司 西予市野村町野村9-53 0894-72-0180



医療機関名 医師氏名 医療機関所在地 電話番号
1 西予市立西予市民病院 菊池　良夫 西予市宇和町永長147-1 0894-62-1121
西予市立西予市民病院 末光　浩也 西予市宇和町永長147-1 0894-62-1121
西予市立西予市民病院 仲村　聡夫 西予市宇和町永長147-1 0894-62-1121

1 医療法人社団みのり会　三瓶病院 玉井　研一 西予市三瓶町朝立2-1-18 0894-33-1200
1 医療法人　植木整形外科医院 植木　隆平 宇和島市堀端町2-5 0895-22-0022
1 医療法人　宇都宮内科・胃腸科 宇都宮　正男 宇和島市栄町港2丁目4-26 0895-25-7228
1 医療法人　鎌野病院 鎌野　俊彦 宇和島市広小路2-49 0895-24-6611

 医療法人　鎌野病院 鎌野　俊哉 宇和島市広小路2-49 0895-24-6611
1 医療法人廣紀会　加藤整形外科 加藤　廣嗣 宇和島市和霊元町4丁目2-8 0895-22-7111
医療法人廣紀会　加藤整形外科 加藤　雅紀 宇和島市和霊元町4丁目2-8 0895-22-7111

1 医療法人　口羽外科胃腸科医院 口羽　正知 宇和島市津島町高田丙547-1 0895-32-5000
1 医療法人　河野整形外科クリニック 河野　洋平 宇和島市丸之内3丁目1-1 0895-22-1822
1 医療法人　笹岡内科医院 笹岡　力三 宇和島市中央町2丁目3-17 0895-24-3886
1 医療法人友和会　篠原医院 篠原　洋伸 北宇和郡鬼北町大字近永1517-3 0895-45-3370
1 医療法人　しませ医院 島瀬　公一 宇和島市保田甲856-1 0895-27-1888
医療法人　しませ医院 杉下　博基 宇和島市保田甲856-1 0895-27-1888

1 医療法人　田中循環器科内科 田中　銑一 宇和島市堀端町2-1 0895-22-0504
1 医療法人　永井内科医院 永井　孝明 宇和島市津島町高田甲594-1 0895-32-6688
1 医療法人　橋本内科クリニック 橋本　博之 宇和島市吉田町沖村甲609-1 0895-52-0808
1 ますだクリニック 増田　潤 宇和島市伊吹町字シツソウ甲1155-7 0895-23-6611
1 医療法人　吉田内科泌尿器科医院 吉田　兼司 宇和島市御幸町2丁目2-12 0895-25-1330
1 独立行政法人地域医療機能推進機構　宇和島病院 佐々木　留美 宇和島市賀古町2丁目1-37 0895-22-5616
1 宇和島市立吉田病院 橋本　治久 宇和島市吉田町北小路甲217 0895-52-0611
1 鬼北町立北宇和病院 吉田　幸生 北宇和郡鬼北町大字近永455-1 0895-45-1221
鬼北町立北宇和病院 矢野　聡 北宇和郡鬼北町大字近永455-1 0895-45-1221
鬼北町立北宇和病院 米川　幸秀 北宇和郡鬼北町大字近永455-1 0895-45-1221
鬼北町立北宇和病院 志賀　和子 北宇和郡鬼北町大字近永455-1 0895-45-1221

1 松野町国民健康保険中央診療所 宮本　裕介 北宇和郡松野町大字延野々1406-4 0895-42-0707
松野町国民健康保険中央診療所 野間　章裕 北宇和郡松野町大字延野々1406-4 0895-42-0707

1 医療法人　松本クリニック 松本　毅 南宇和郡愛南町一本松3375-3 0895-84-2001
1 国民健康保険一本松病院 加洲　保明 南宇和郡愛南町一本松5056-2 0895-84-2255
国民健康保険一本松病院 嶋本　純也 南宇和郡愛南町一本松5056-2 0895-84-2255
国民健康保険一本松病院 上原　達也 南宇和郡愛南町一本松5056-2 0895-84-2255

1 内海診療所 岡田　將誉 南宇和郡愛南町柏434番地1 0895-85-0341
1 浜口医院 濱口　隆司 南宇和郡愛南町城辺甲347番地2 0895-72-0038
1 かんクリニック 菅　勇貴 南宇和郡愛南町御荘平城1590 0895-72-2225
1 医療法人　竹本医院 竹本　伸太 南宇和郡愛南町城辺乙507番地 0895-72-3271

注） 鬼北町立北宇和病院の受診する場合
フェリチンが委託検査なので数日かかります。
当日にすべて終了はしませんが、ご了承いただけるのであれば協力いたします。

注） 独立行政法人地域医療機能推進機構　宇和島病院よりの補足
新型コロナ感染拡大防止のため、健診中止期間の延長もありえますので、その際は何卒ご了承ください。

注） 複数の人数で受ける場合は、かならず病医院に連絡してから、健康診断を受けるようにしてください。


