特定健康診査・特定保健指導
実施機関名

実施機関一覧表（愛媛県）
・特定健康診査を実施する健診機関の市町別一覧（令和４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。
・保健指導欄…特定保健指導を実施する健診機関で、動機付け支援と積極的支援の
両方を実施する場合には「○」、動機付け支援と積極的支援の両方を実施しかつ健診
日当日に初回面接を実施する場合には「◎」、動機付け支援のみを実施する（積極的
支援はしない）場合には「△」を記入しています。
・受診の際には「特定健康診査受診券（セット券）」及び「被保険者証」を必ず持参してく
ださい。
実施機関名

実施機関所在地

電話番号

保健
指導

四国中央市
眞鍋医院
四国中央病院
山口クリニック
クリニック山崎内科
松岡整形外科医院
長谷川病院
大西内科医院
川関高橋医院
芝医院
岸田メディカルクリニック
ＨＩＴＯ病院
石川クリニック
豊永医院
四国中央市国民健康保険新宮診療所

矢部内科
大坪医院
川崎会中央クリニック
いのうえレディースクリニック
井上整形外科医院
福田医院
ふじえだファミリークリニック
野口眼科・内科・循環器内科
西岡病院
栗整形外科病院
三島外科胃腸クリニック
みよし循環器クリニック
生協宇摩診療所
豊岡台病院
ふく整形外科
鈴木医院
あんどう整形外科
青野医院
松風病院
相引医院
恵康病院

0896-56-2269
0896-58-3515
0896-57-1060
四国中央市川之江町２９７８－１ プライムビル１階 0896-57-0035
四国中央市川之江町３２９－８
0896-58-5455
四国中央市金生町下分１２４９－１
0896-58-5666
四国中央市金生町下分１４２３
0896-56-2018
四国中央市金生町下分２５７
0896-56-2022
四国中央市妻鳥町２０７４－１
0896-56-4811
四国中央市妻鳥町字宮ノ西１５０６番地１ 0896-56-0188
四国中央市上分町７８８－１
0896-58-8300
四国中央市上分町７３２－１
0896-59-2215
四国中央市金田町金川４５－１
0896-56-3037
四国中央市新宮町新宮５０
0896-72-2131
四国中央市三島宮川４－６－７１
0896-23-5018
四国中央市三島中央５－１－２０
0896-23-2417
四国中央市三島中央４－１２－２３
0896-23-7808
四国中央市三島中央４－４－４
0896-23-3651
四国中央市三島中央５－５－８
0896-24-2171
四国中央市下柏町４３５－１
0896-23-2188
四国中央市中曽根町下秋則５０７４
0896-23-5864
四国中央市中曽根町１６７３－１
0896-22-3366
四国中央市三島金子２－７－２２
0896-24-5511
四国中央市中之庄町３９８－１
0896-24-5550
四国中央市中之庄町１１６
0896-24-3111
四国中央市寒川町１１８１－１
0896-24-5311
四国中央市寒川町２９１２－１
0896-25-0114
四国中央市豊岡町長田６０３－１
0896-25-0088
四国中央市土居町中村１２４５
0896-74-0029
四国中央市土居町小林１２００番地
0896-74-7700
四国中央市土居町小林１２０６番地
0896-74-1715
四国中央市土居町津根１９０６－１
0896-74-7470
四国中央市土居町入野９７０
0896-74-2001
四国中央市土居町入野６８６
0896-74-3127
四国中央市土居町蕪崎２５３－１
0896-74-7600
四国中央市川之江町１２９７
四国中央市川之江町２２３３
四国中央市川之江町１６４０－１

△

△

〇

〇
〇
〇

新 居 浜 市
新田診療所
井石内科医院
近藤医院
新居浜協立病院
新居浜山内病院
新谷ウィメンズクリニック
はぴねす内科クリニック
えもり内科クリニック
せいだ循環器内科
西の土居あらいクリニック
上田医院
たなか内科クリニック
岩﨑病院
はやし外科クリニック
中萩診療所
阿部内科クリニック
吉松外科胃腸科
こんどう外科内科胃腸科クリニック
こにしクリニック
泉川診療所
さいとう脳神経外科
立花病院
加藤医院
山内クリニック
循環器科林病院
胃腸科内科松村クリニック
石川内科
田坂外科医院
かとうクリニック
大橋胃腸肛門科外科医院
吉井整形外科
三木内科クリニック
高津診療所
三木医院
知元医院
宮下整形外科・内科
伊藤整形外科クリニック
矢野整形外科医院

新居浜市新田町１－９－９
新居浜市西原町１－１－６５
新居浜市港町１－３０
新居浜市若水町１－７－４５
新居浜市徳常町６－１３
新居浜市一宮町１－１２－５６
新居浜市一宮町２－６－７２
新居浜市久保田町２－４－２７
新居浜市横水町２番５１号
新居浜市西の土居町１丁目８番５号
新居浜市中村２丁目８－５８
新居浜市中萩町１－３８
新居浜市中萩町２－５
新居浜市萩生１１９１
新居浜市萩生１０６１
新居浜市大生院１０３８－５
新居浜市田所町３－５
新居浜市田所町４－７０
新居浜市庄内町１－１３－３５
新居浜市瀬戸町１－２
新居浜市寿町１１－４１
新居浜市喜光地町１－１３－２９
新居浜市松原町１２－４４
新居浜市松木町３－３７
新居浜市中西町６－４６
新居浜市中筋町２－１－１
新居浜市北内町１丁目１３－３５
新居浜市北内町１丁目２－７
新居浜市船木甲４３２２番地２
新居浜市船木甲４４６３－１
新居浜市沢津町３丁目１－８
新居浜市沢津町３－７－２８
新居浜市高津町３－２０
新居浜市垣生１丁目７－３４
新居浜市松神子４丁目１－１０
新居浜市松神子３－１－２６
新居浜市郷１丁目１５－２０
新居浜市郷２丁目６－２

実施機関所在地

たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック 新居浜市郷２丁目１－１０

0897-34-0207
0897-32-5370
0897-34-1180
0897-37-2000
0897-37-0022
0897-37-2688
0897-35-3001
0897-47-5838
0897-40-1717
0897-66-7056
0897-41-6536
0897-40-2710
0897-41-6030
0897-41-0801
0897-40-2525
0897-40-2811
0897-32-5787
0897-34-1211
0897-33-1135
0897-41-6110
0897-47-7800
0897-41-4118
0897-43-7068
0897-31-7717
0897-43-8383
0897-66-1555
0897-43-1500
0897-41-7055
0897-40-2400
0897-41-8101
0897-33-4410
0897-31-3311
0897-31-5550
0897-45-0008
0897-45-1525
0897-45-3833
0897-37-7335
0897-67-1753

△

いまなかクリニック
宮田内科
新居浜市医師会大島診療所
愛媛労災病院
十全総合病院
新居浜市医師会別子山診療所

新居浜市高田１－１－３
新居浜市田ノ上２－１－３９
新居浜市大島甲１５４２
新居浜市南小松原町１３－２７
新居浜市北新町１－５
新居浜市別子山乙２４１－６

電話番号

0897-46-1325
0897-33-5388
0897-46-1170
0897-46-0134
0897-33-6191
0897-33-1818
0897-64-2230

保健
指導

〇

西 条 市
福田医院
あおの循環器科
くしべ整形外科
中村内科胃腸科
西条市立中川診療所
サカタ産婦人科
としもり内科
伊藤医院
石川内科
西条中央病院
済生会西条病院
篠原内科外科耳鼻科
宮島小児科医院
和田内科・皮膚科
吉峯耳鼻科・歯科
秋山医院
村上記念病院
松浦皮膚科医院
星加小児科内科ファミリークリニック
こもだ内科神経科医院
西条愛寿会病院
回生堂医院
じょうとく内科クリニック
土岐医院
坂根医院
あぜち内科
矢野外科胃腸科医院
あおのクリニック
浦部医院内科・皮フ科
横山病院
こまつ医院
西条市民病院
茎田医院
行本医院
田中内科
中村医院
西条市立周桑病院
森山内科
園延整形外科
弓山外科
松田循環器科内科
森内科
共立病院
安永クリニック
田渕外科
黒田医院
いしづちやまクリニック
渡部病院
近藤クリニック
平田クリニック

西条市丹原町願連寺２７８
西条市丹原町今井２７３－１
西条市丹原町池田８７
西条市丹原町丹原２１－６
西条市丹原町来見甲５４９
西条市下島山甲１４５３
西条市下島山甲１２６４－４
西条市飯岡原之段１２９２
西条市飯岡２６０５－２
西条市朔日市８０４
西条市朔日市２６９－１
西条市大町５２０－８
西条市大町７１０－２
西条市大町８４－１５
西条市大町１５８２－３
西条市大町１３５２－１
西条市大町７３９
西条市大町１７１４番地
西条市大町６１２－１
西条市福武甲１１２６番地の１
西条市福武字蔵尾甲１５８番地の１
西条市神拝甲５９１
西条市神拝字七反地甲２１７－１
西条市神拝甲５３８－６
西条市喜多川４３８－４
西条市樋之口４３８－６
西条市古川甲３８２－２
西条市洲之内甲１７０－１
西条市小松町新屋敷甲１３３７－１
西条市小松町新屋敷甲２８６
西条市小松町新屋敷甲２８９０
西条市小松町妙口甲１５２１
西条市三芳１０７６
西条市三芳１５５－１
西条市桑村１０９－５
西条市上市甲８－１
西条市壬生川１３１
西条市壬生川８６－１
西条市壬生川９５－４
西条市三津屋１９７－６
西条市三津屋南１３－５０
西条市三津屋南５－３０
西条市三津屋南９－１０
西条市北条１６５１番地１
西条市北条１６５８－１
西条市石田３１９－１
西条市周布９２１
西条市周布３３１－１
西条市周布３４４－３
西条市周布２１７２－１

さとう内科クリニック
井出内科
村上病院
相原内科クリニック
西信内科医院
光生病院
高山内科病院
近松内科
まつもとクリニック
鈴木病院
今治市医師会市民病院
木原病院
瀬戸内海病院
美須賀病院
吉野病院
今治セントラルクリニック
白石病院
たけうちクリニック
吉本循環器・内科
内科・消化器科羽鳥病院
井戸内科・消化器科
今治第一病院
済生会今治第二病院
放射線第一病院
菅病院
おちクリニック内科・循環器内科
小澤外科循環器科医院
山内病院
真部クリニック

今治市大新田町３丁目４－８
今治市常盤町７丁目３－６
今治市常盤町５丁目３－３７
今治市本町２丁目１－２７
今治市米屋町３丁目１－４１
今治市室屋町３丁目２－１０
今治市大正町３丁目５－８
今治市大正町３丁目６－１２
今治市大正町３丁目６－１０
今治市別宮町２丁目１－５
今治市別宮町７丁目１－４０
今治市別宮町３丁目７－８
今治市北宝来町２丁目４－９
今治市黄金町３丁目４－８
今治市末広町１丁目５－５
今治市松本町２丁目６－６
今治市松本町１丁目５－９
今治市旭町２丁目２－１１
今治市旭町１丁目３－６
今治市南宝来町３丁目２－３
今治市蔵敷町１丁目１５－６
今治市宮下町１丁目１－２１
今治市北日吉町１丁目７番４３号
今治市北日吉町１丁目１０－５０
今治市南日吉町２丁目３－２１
今治市馬越町１丁目２－２８
今治市馬越町４丁目３－１０
今治市片山３丁目１－４０
今治市矢田甲７－１

0898-68-7243
0898-68-3300
0898-76-7555
0898-68-4976
0898-73-2511
0897-55-1103
0897-53-6300
0897-53-2177
0897-56-2008
0897-47-3625
0897-55-5121
0897-56-3521
0897-55-2615
0897-55-0515
0897-56-5101
0897-56-0885
0897-56-2300
0897-55-2346
0897-55-3105
0897-56-9511
0897-55-2300
0897-55-3101
0897-58-2233
0897-56-2090
0897-55-4021
0897-52-1630
0897-55-1777
0897-52-1155
0898-72-3266
0898-72-2121
0898-72-5862
0898-72-4111
0898-66-0555
0898-66-0609
0898-66-1700
0898-66-0606
0898-64-2630
0898-65-4332
0898-64-0660
0898-64-3182
0898-76-1117
0898-64-5858
0898-64-2662
0898-64-5760
0898-65-5651
0898-64-3780
0898-68-8885
0898-64-1200
0898-64-2760
0898-76-2256

△
◎
〇
△

△

〇

実施機関所在地
今治市玉川町大野甲６７－１
今治市玉川町小鴨部甲３５－１
今治市北鳥生町３丁目４－８
今治市南高下町３丁目２－１０
今治市南高下町３丁目２－８
今治市北高下２丁目１－４８
今治市立花町１丁目１０－５
今治市立花町３丁目６－３６
今治市立花町３丁目７－３０
今治市河南町２丁目６－２０
今治市郷新屋敷３丁目１－３９
今治市四村１０３－１
今治市大三島町宮浦５３１８－１
今治市上浦町井口５３００
今治市吉海町仁江１６－２
今治市吉海町幸新田７１
今治市宮窪町宮窪５２５０－１
今治市伯方町有津甲２３３５
今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５
今治市伯方町伊方甲１０２２－１
今治市伯方町木浦甲３４４９
今治市喜田村６丁目５－１
今治市拝志３－１
今治市町谷甲１７－２
今治市桜井４丁目１２－３１
今治市桜井２丁目５－５７
今治市国分３丁目１３－４５
今治市喜田村７丁目１－６
今治市朝倉下甲４５２－１
今治市朝倉下甲１１４６－１
今治市波方町樋口甲１６８３－１
今治市内堀１丁目１－１９
今治市地堀５丁目２－１
今治市大西町九王甲２０１９－１６
今治市大西町紺原甲８２７－１
今治市大西町新町甲５３５
今治市菊間町浜１００１

電話番号

0898-55-2217
0898-55-2820
0898-22-2202
0898-25-6417
0898-33-7770
0898-22-0660
0898-23-2310
0898-22-0132
0898-24-1135
0898-31-5100
0898-22-1929
0898-22-7300
0897-82-1111
0897-87-3350
0897-84-4333
0897-84-2620
0897-86-3331
0897-72-3200
0897-72-1711
0897-73-1221
0897-72-0250
0898-47-0100
0898-47-3111
0898-48-3850
0898-48-0131
0898-47-1131
0898-48-2800
0898-47-2500
0898-56-2818
0898-56-1155
0898-41-5911
0898-41-3233
0898-41-9168
0898-53-0881
0898-53-2282
0898-53-2102
0898-54-5115

保健
指導

〇

〇
〇

〇

〇
△
△
△
△

越 智 郡 上 島 町
岩城診療所
秦医院
上島町魚島国民健康保険診療所
上島町高井神へき地出張診療所

越智郡上島町岩城２１２３－１
越智郡上島町弓削下弓削１２７－５
越智郡上島町魚島１番耕地１２４－３
越智郡上島町魚島２－１３０

0897-75-3188
0897-77-2074
0897-78-0231
0897-78-0245

松 山 市
◎

〇

今 治 市
0898-33-7233
0898-32-2866
0898-22-8833
0898-25-1311
0898-22-5753
0898-22-0468
0898-22-7720
0898-23-5156
0898-22-7353
0898-23-0500
0898-22-7611
0898-23-0634
0898-23-0655
0898-32-1212
0898-32-0323
0898-22-5251
0898-32-4135
0898-25-8100
0898-31-4020
0898-22-2898
0898-34-7556
0898-23-1650
0898-23-0100
0898-23-3358
0898-32-5092
0898-34-5055
0898-32-1520
0898-32-3000
0898-22-0907

実施機関名
金藤内科
梅の木中医学クリニック
上原内科
武田脳神経外科
かいはらクリニック
いまおか内科クリニック
かとう内科
竹内外科胃腸科
日浅産婦人科医院
平林胃腸クリニック
ｉクリニック内科・呼吸器内科
今治南病院
大三島中央病院
松浦医院
斎藤クリニック
片山医院
宮窪診療所
有津むらかみクリニック
はかた外科胃腸科
しのざき整形外科
喜多嶋診療所
広瀬病院
広瀬クリニック
三宅川医院
武田医院
藤田医院
重見内科医院
済生会今治病院
朝倉内科循環器科クリニック
井門クリニック
波方中央病院
消化器科久保病院
波止浜内科・外科
かもいけ診療所
大西クリニック
鴨頭医院
あおのクリニック

〇

〇
〇
〇
◎
△

△

〇
〇

◎

木村クリニック
作道クリニック
菅井内科
向井内科クリニック
福岡内科クリニック
野本記念病院
ベテル三番町クリニック
梶浦病院
山田内科クリニック
大西内科
須賀医院
飯尾小児科内科
河野内科
西田クリニック
松下クリニック
あらたま内科・糖尿病内科
エヒメ健診協会松山診療所
徳永内科外科クリニック
平松循環器科内科
森野内科クリニック
ほこいし医院
遠藤内科医院
松山笠置記念心臓血管病院
土橋共立病院
福原内科医院
日野内科・消化器科
岡田産婦人科医院
余戸クリニック
星島内科医院
おおしろ外科こもれび診療所
きい麻酔科クリニック
ながと脳神経外科・心療内科クリニック
こうの内科クリニック
よこて内科クリニック
まつやま余戸南診療所
みねおい内科・循環器内科医院
貞本病院
村上胃腸内科クリニック
福本外科クリニック
たかおか眼科・内科クリニック
仙波内科
おおの整形外科内科医院
三宅内科胃腸科
よつば循環器科クリニック
佐伯内科クリニック

松山市一番町１－７－６
松山市一番町２丁目６－２１ 伊予鉄一番町第二ビル２階

松山市一番町３丁目３－３
松山市二番町４－４－１１
松山市二番町３－１０－２
松山市三番町５丁目１２－１
松山市三番町３－４－１２
松山市三番町４丁目４番地５
松山市三番町５－９－４
松山市三番町５丁目１－３
松山市三番町４丁目２－５
松山市三番町５丁目１０－１５
松山市千舟町２－７－１
松山市千舟町４丁目４番地５
松山市千舟町８丁目６７番地１６
松山市千舟町８丁目６６番地５
松山市湊町８－１１１－１愛建ﾋﾞﾙ３０２号室

松山市湊町４丁目７－１１
松山市湊町２丁目１－１２
松山市柳井町１－１１－１２
松山市柳井町１丁目１４－８
松山市永代町３－４
松山市末広町１８番地２
松山市土橋町３－１
松山市保免上２丁目３－１０
松山市余戸東５－２－５
松山市余戸東２－１３－４５
松山市余戸中２－１４－３
松山市余戸西４－１６－１０
松山市余戸西１－１－６
松山市余戸西３－１２－２０
松山市余戸西３丁目９番２２号
松山市余戸西６丁目１０－５０
松山市余戸南４丁目１５－３
松山市余戸南１丁目２４－３１
松山市生石町４７２
松山市竹原町１－６－１
松山市竹原町１丁目６－５
松山市竹原町１丁目２－２
松山市竹原２丁目１－５０－１階
松山市針田町８０
松山市土居田町４２４-１
松山市土居田町５８－３
松山市南江戸４－３－５３
松山市宮田町１７０

089-941-3200
089-934-0567
089-931-3161
089-945-2177
089-915-2229
089-943-0151
089-941-1610
089-943-2208
089-941-6288
089-931-7798
089-931-1242
089-941-7585
089-941-3181
089-921-0039
089-931-3050
089-909-3533
089-993-7326
089-943-3500
089-943-2570
089-945-6667
089-931-5811
089-943-5338
089-941-2288
089-931-1804
089-941-8868
089-968-8181
089-971-5161
089-972-6500
089-965-3330
089-968-8788
089-965-0005
089-994-5700
089-965-4524
089-971-1811
089-965-0373
089-932-1202
089-945-1471
089-968-1118
089-943-7035
089-921-7000
089-972-0014
089-973-0112
089-932-6262
089-965-2211
089-915-6000

〇

◎

◎

〇

△

実施機関名
松山市民病院
小松内科循環器科クリニック
大手町クリニック
松山まどんな病院
藏原放射線科
浦屋医院
船津内科胃腸科クリニック
松浦内科
佐藤実病院
立命クリニック
ノエルクリニック心臓血管外科歯科
愛媛県総合保健協会診療所
戸梶内科医院
味酒心療内科
クリニック木屋町
順風会 健診センター
田原医院
岩﨑内科
大瀬戸医院
越智クリニック
原循環器科内科クリニック
松山ベテル病院
柳井内科クリニック
奥島病院
とよしま胃腸内科クリニック
田渕内科医院
桑折皮膚科・内科
おかだ整形外科
浦岡胃腸クリニック
よこた内科
道後温泉病院
石手内科
富永ペインクリニック
久野内科
中西内科医院
長井医院整形外科・内科
井手整形外科医院
西川内科・消化器クリニック
村上循環器科
石手まつもと内科循環器クリニック
渡辺内科クリニック
やいた内科・内視鏡クリニック
やまだリウマチクリニック
松岡婦人科クリニック
ひろ整形外科
こうのうえ内科クリニック
よしだ内科クリニック
三世ペインクリニック
桑原内科麻酔科
大野内科循環器科消化器科
松山城東病院
中村内科循環器科
かんだ内科消化器科循環器科
宮内内科医院
おち内科・ペインクリニック
土居循環器科内科
中田胃腸科放射線科
久米病院
宮崎外科・内科
愛媛県厚生連健診センター
みやぎクリニック
鷹の子病院
正岡産婦人科
あさかぜクリニック
鶴井消化器科内科外科
たんげ内科クリニック
カメリア内科・糖尿病内科クリニック
星の岡心臓・血管クリニック
東石井クリニック
馬越循環器科内科
しげまつ内科クリニック
和泉クリニック
窪田クリニック消化器科・外科・肛門科
そのだ心療内科
とみの心臓血管クリニック
はなみずき内科クリニック
大塚内科医院
ふるかわ内科クリニック
野村胃腸科内科医院
椿クリニック
天山病院
にしだわたる糖尿病内科
田窪リウマチ・整形外科
いちかわ内視鏡内科クリニック
あさの胃腸内科クリニック
松山協和病院
松山赤十字病院
南松山病院
松山市医師会診療所
渡辺病院

実施機関所在地
松山市大手町２丁目６番地５号
松山市大手町２－９－６ グランディアステーションタワー１Ｆ

松山市大手町１丁目４－１
松山市喜与町１丁目７－１
松山市東雲町４－８
松山市中一万町５－１０
松山市平和通１－５－１４ F・フオリスト２Ｆ

松山市本町３－６－１０
松山市本町６－３－１
松山市本町４丁目５番地１
松山市本町６丁目３番地３
松山市味酒町１－１０－５
松山市味酒町１丁目４－１２
松山市味酒町２丁目９－９
松山市木屋町４丁目１０９
松山市高砂町２－３－１
松山市高砂町３丁目１１５－５
松山市高砂町１丁目３－９
松山市清水町３－１５７－２
松山市清水町１丁目８－２５
松山市祝谷２丁目１２－３２
松山市祝谷６丁目１２２９
松山市道後湯之町３－１０
松山市道後町２－２－１
松山市道後一万３－７
松山市道後今市１０－３３
松山市道後北代２－２４
松山市道後北代３－２２
松山市石手４丁目３－１０
松山市岩崎町１丁目８－４１
松山市道後姫塚乙２１－２１
松山市紅葉町２－１６
松山市此花町７－３３
松山市此花町８－２４
松山市築山町８－１７
松山市築山町７－１１
松山市昭和町７０－３
松山市勝山町２－７２
松山市勝山町２－７－２
松山市新石手甲７２－１
松山市東野１－８－５２
松山市東野２丁目２番１７号
松山市樽味４丁目３－３３
松山市樽味２丁目８－３０
松山市桑原４丁目１６－１１
松山市桑原６－４－３３
松山市桑原４丁目８番７号
松山市桑原１丁目４－４５
松山市桑原２丁目８－１８
松山市松末２丁目１４－３
松山市松末２丁目１９－３６
松山市束本１丁目５－４１
松山市北久米町９７－１
松山市北久米町１１０１－１
松山市北久米町７３２－１
松山市北久米町２４２
松山市南久米町５６３
松山市南久米町７２３
松山市南久米町１５８
松山市鷹子町５３３－１
松山市鷹子町４４２－２
松山市鷹子町５２５－１
松山市鷹子町２５４－１
松山市西石井１丁目１－５
松山市東石井６－１－１２
松山市東石井７－８－２６
松山市東石井５丁目７－２２
松山市東石井１丁目５－５
松山市東石井２丁目２２－１
松山市居相４－１６－２０
松山市居相１丁目１０番２０号
松山市和泉南５丁目４番２８号
松山市和泉南４－２－３
松山市和泉南５丁目１－２１
松山市古川北３－３－２７
松山市古川北２－９－３３
松山市古川北４丁目６－８
松山市古川南３丁目１６－２７
松山市古川西２－８－１
松山市市坪南１－５－２６
松山市天山２丁目３－３０
松山市朝生田町６丁目４番１号
松山市枝松１丁目９－３８
松山市枝松５丁目６－１０
松山市小坂３－３－２６
松山市立花５丁目１－５３
松山市文京町１
松山市朝生田町１丁目３－１０
松山市藤原２丁目４－７０
松山市空港通７丁目１３番３号

電話番号

089-915-2077
089-921-0808
089-931-1374
089-936-2461
089-941-0851
089-943-0150
089-911-2355
089-941-1133
089-925-5544
089-994-8711
089-925-8811
089-987-8200
089-931-5781
089-932-2768
089-916-7875
089-911-2111
089-922-5461
089-925-6005
089-926-2226
089-923-3822
089-917-7755
089-925-5000
089-948-0880
089-925-2500
089-924-2936
089-925-1905
089-923-0813
089-926-2525
089-932-1133
089-945-8811
089-933-5131
089-943-2929
089-921-7711
089-932-5567
089-921-6555
089-947-1808
089-941-2191
089-915-1118
089-943-5355
089-977-3355
089-977-8100
089-977-7149
089-915-5151
089-932-3355
089-945-6000
089-998-3331
089-933-0122
089-934-1374
089-941-8567
089-976-1500
089-943-7717
089-943-6677
089-970-8111
089-956-2500
089-960-1218
089-975-3501
089-976-5111
089-975-0503
089-975-2775
089-970-2070
089-993-8481
089-976-5551
089-976-1103
089-961-1122
089-956-0278
089-956-2525
089-905-0055
089-956-5511
089-905-3200
089-957-7377
089-958-6500
089-958-0201
089-958-2516
089-956-1884
089-905-0323
089-957-0074
089-956-7311
089-956-7717
089-958-3811
089-957-6661
089-946-1555
089-943-1024
089-986-7000
089-915-7677
089-945-3351
089-932-1712
089-924-1111
089-941-8255
089-915-7701
089-973-0111

保健
指導

△

◎

△

△

△

△

△
△
△

△

〇

実施機関名
ローズペインクリニック
栗林病院
宮内消化器科内科
矢野内科クリニック
くぼた内科循環器科呼吸器科
関谷循環器科
宮内医院
永山内科・循環器内科
土居外科胃腸科医院
にのみや消化器科内科小児科
かなえ内科・糖尿病内科クリニック
北上靖博整形外科医院
友愛医院
中川病院
ますもと内科クリニック
福井整形外科麻酔科医院
久米窪田クリニック
愛媛生協病院
クリニカル樫本内科
こみなと胃腸内科
上田内科
平成脳神経外科病院
今在家クリニック
いずみ診療所
松山リハビリテーション病院
浮穴診療所
しらかた内科クリニック
もりまつ内科
玉井外科・整形外科
門田内科循環器科医院
明星クリニック
医療法人社団近藤内科
東明病院
金澤整形外科
怒和診療所
二神診療所
津和地診療所
睦月診療所
野忽那診療所
なかじま中央病院
吉野内科
久保内科循環器クリニック
佐藤医院
秦皮膚泌尿器科医院
稲田内科消化器科医院
矢野内科
青江内科クリニック
中西内科
安城寺クリニック
岡本外科整形外科
愛媛医療生活協同組合 城北診療所
増田病院
渡辺泌尿器科内科
藤原胃腸科
松山第一病院
山下脳神経外科
山下消化器外科クリニック
松村内科クリニック
河田外科脳神経外科医院
清水医院
済生会松山病院
くめ内科クリニック
どい消化器内科クリニック
冲永内科医院
松山西病院
日本健康倶楽部 エヒメ支部
白石クリニック
河原医院
北吉田診療所
岡部クリニック
和田医院
ふくだ循環器科内科クリニック
戸田内科
束村内科医院
竹内内科胃腸科
岡本医院
あべ眼科クリニック
三津整形外科
にしもり内科医院
重見循環器科内科
沢原産婦人科皮フ科
徳山内科
かない循環器科・内科クリニック
興居島診療所
おおぞら病院
かざはやクリニック
北条フェニックス脳神経外科
田辺医院
田中医院
檜垣小児科内科医院

実施機関所在地
松山市空港通４丁目７－２
松山市溝辺町甲３３１
松山市溝辺町６２７
松山市末町甲１５－１
松山市北梅本町甲３２８８－１
松山市北梅本町甲３３２０
松山市北梅本町７６１
松山市北梅本町６６６－２
松山市平井町甲３２５６－１
松山市平井町甲３２３６－１
松山市平井町２５７７
松山市平井町甲１４２２－１
松山市水泥町９０－１
松山市南梅本町甲５８
松山市南梅本町甲１２７１
松山市久米窪田町７８４番地１
松山市久米窪田町１１４７
松山市来住町１０９１－１
松山市来住町５１８
松山市北土居３丁目１１－３２ ２Ｆ
松山市北土居３－１５－１２
松山市北井門２－７－２８
松山市今在家３－１－５
松山市今在家１丁目１－１
松山市高井町１２１１
松山市森松町６５８－３
松山市森松町６６３番地１
松山市森松町１４８－１
松山市森松町５９８－１
松山市井門町５７４－１
松山市井門町４６２－１
松山市中野町甲４０４
松山市東方町甲１０２６－１
松山市小村町８７－６
松山市元怒和甲１０８１－１
松山市二神甲４５９－１６
松山市津和地４２０番地
松山市睦月甲２１９４－１
松山市野忽那甲１５４０－１６
松山市中島大浦３０８１－１
松山市平田町１９－２
松山市鴨川１－２－１１
松山市鴨川１丁目８－２６
松山市鴨川１丁目６－２２
松山市鴨川３丁目３－１３
松山市東長戸１丁目－１０－１８
松山市安城寺町１３０－５
松山市安城寺町７１－１
松山市安城寺町１０７６－５
松山市高木町２５５－１
松山市姫原３－７－１７
松山市山越３丁目５－２４
松山市山越町４４５－１
松山市中央２－１２３６－５
松山市久万ﾉ台２８２－２
松山市西長戸町１６０
松山市西長戸町３１１－１
松山市六軒家町４－２１
松山市六軒家町３－１９
松山市衣山４丁目８１８－２
松山市山西町８８０－２
松山市山西町１５２－１６
松山市北斎院町４５５－５
松山市北斎院町８５－１
松山市富久町３６０番地１
松山市高岡町９０－５
松山市高岡町６１９－５
松山市高岡町６３０－３
松山市北吉田町１０１９－１
松山市東垣生町１３６
松山市西垣生町７７６－３
松山市西垣生町４７８－６
松山市西垣生町５８５
松山市若葉町７－２１
松山市別府町３４６－６
松山市住吉２－２－５
松山市古三津１丁目２４－２５
松山市古三津３－５－５
松山市古三津２丁目１５－１３
松山市古三津５丁目８－１
松山市古三津５丁目４－３４
松山市松ノ木１－７－１１
松山市中須賀１－１－２６
松山市由良町１１６５－２
松山市六軒家町４－２０
松山市中西内６１８
松山市北条辻６０９番地１
松山市北条辻１３－４
松山市北条辻２６７－５
松山市北条辻４１５－３

電話番号

089-965-0908
089-977-3311
089-977-5115
089-977-8855
089-970-0011
089-955-7676
089-975-0091
089-976-1788
089-975-9700
089-975-2238
089-909-5554
089-975-3753
089-976-6262
089-976-7811
089-976-1277
089-970-2500
089-976-3355
089-976-7201
089-976-7161
089-957-8887
089-957-5557
089-905-0011
089-969-1321
089-958-6618
089-975-7431
089-956-1850
089-956-1515
089-976-2525
089-958-1600
089-958-0360
089-957-8000
089-963-3836
089-963-3333
089-963-2399
089-999-0319
089-999-0604
089-999-0048
089-998-0527
089-998-0028
089-997-1171
089-979-5123
089-925-5345
089-978-0018
089-925-7151
089-924-8188
089-922-5522
089-923-1666
0899-25-5678
089-978-2626
089-978-2282
089-926-3625
089-924-7804
089-922-7088
089-925-1313
089-924-6877
089-927-1311
089-911-2311
089-926-5500
089-924-1590
089-922-1500
089-951-6111
089-967-7120
089-906-0311
089-972-0634
089-909-3612
089-972-7769
089-972-5888
089-971-2025
089-965-4180
089-972-2221
089-972-0620
089-989-3433
089-971-7272
089-951-2520
089-953-2311
089-951-0835
089-953-0373
089-968-3333
089-952-0208
089-953-1330
089-951-0311
089-951-1110
089-952-0081
089-961-3001
089-989-6620
089-960-2555
089-960-2500
089-992-5102
089-992-0211
089-992-0258

保健
指導

実施機関名

実施機関所在地

髙橋医院
内田クリニック
北条病院
中川循環器科内科
福井内科呼吸器科クリニック
三好整形外科医院
米田内科医院
山中内科・消化器内科クリニック
はしもと脳神経外科
白形医院
和気クリニック

松山市北条辻１３７７－１
松山市河野別府７０５番地１
松山市河野中須賀２８８－５
松山市苞木甲８－１
松山市鹿峰９９－１
松山市小川甲８２番地
松山市堀江町甲１５１８－１
松山市内宮町５５８番地１
松山市馬木町２２３０－１
松山市和気町１丁目８１
松山市太山寺町１１１７－１

池川内科・神経内科
中野クリニック
いずみ内科循環器クリニック
西本整形外科
辻井循環器科内科
西野内科クリニック
こばやし内科クリニック
山本内科胃腸科

東温市志津川８９－３
東温市志津川１５７７－１
東温市志津川南１丁目１－２
東温市田窪３０３－１
東温市田窪２０３０
東温市牛渕１０７３
東温市野田２－１０２－２
東温市北方３２０５－３

佐礼谷診療所
古川医院
中山クリニック
敬史整形外科
村上医院
稲田内科医院
米湊わたなべクリニック
伊予診療所
橘医院
きむら内科クリニック
たけます診療所
下灘診療所

伊予市中山町佐礼谷甲８１６番地１
伊予市中山町出渕２番耕地１２８
伊予市中山町出渕２－２６
伊予市上野７８１－３
伊予市下三谷１５０２
伊予市下吾川３８１－１
伊予市米湊１４７７－１
伊予市米湊８１６－１
伊予市灘町１３６－３
伊予市灘町１５１
伊予市双海町上灘甲５３５０番地１６
伊予市双海町串甲９７－１０

電話番号

089-992-0050
089-992-0080
089-993-1200
089-994-1004
089-994-7200
089-994-7111
089-978-0036
089-978-7611
089-989-5959
089-978-0145
089-978-2121

保健
指導

△

東 温 市
〇
△

〇

〇

〇

089-964-7787
089-960-5800
089-961-1195
089-964-1611
089-964-0013
089-964-2200
089-960-5311
089-966-2066

△
〇

上 浮 穴 郡 久 万 高 原 町

△
△

西本医院
国民健康保険久万高原町立病院
うつのみや内科
畑野川クリニック
直瀬クリニック
みかわクリニック
久万高原町国民健康保険面河診療所
吉村医院

0892-41-0020
上浮穴郡久万高原町直瀬甲２８８１－１ 0892-31-0011
上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０
0892-56-0908
上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 0892-58-2016
上浮穴郡久万高原町柳井川８４９－２ 0892-54-2050

上浮穴郡久万高原町下畑野川甲３７０－２

△

伊予郡松前町北黒田１７３－１
伊予郡松前町筒井１５９２－１
伊予郡松前町筒井３９９－１
伊予郡松前町大字筒井９４７－７
伊予郡松前町大字西高柳１１０－１
伊予郡松前町恵久美６７０－１
伊予郡松前町恵久美７１１
伊予郡松前町大字大間１６６－１
伊予郡松前町大字大溝５０８番地１２
伊予郡松前町大字出作５３９－１
伊予郡松前町大字出作字山王１－１

089-985-0511
089-984-1300
089-984-0088
089-985-0003
089-984-3729
089-985-2522
089-960-3555
089-961-6677
089-960-3620
089-984-8980
089-960-3197

◎

〇

伊予郡砥部町高尾田２８７
伊予郡砥部町高尾田６３５－２
伊予郡砥部町高尾田５１
伊予郡砥部町重光２７５－１
伊予郡砥部町麻生４０－１
伊予郡砥部町宮内９４６－１
伊予郡砥部町宮内８１１
伊予郡砥部町千足２０－７
伊予郡砥部町大南１９８－２
伊予郡砥部町総津３９６番地

089-969-6300
089-957-3113
089-956-0600
089-958-1555
089-957-5511
089-962-2036
089-962-3122
089-962-6262
089-962-2073
089-969-2020

〇

△

△

0893-44-2815
0893-43-0555
0893-44-2407
0893-44-5500
0892-52-3151
0893-44-2215
0893-43-0101
0893-44-2010

チヨダクリニック
こくぶ内科クリニック
小泉産婦人科医院
柳田脳神経外科
宇都宮病院
鎌田内科消化器科クリニック
旭町内科クリニック
谷池内科・胃腸科
三瀬医院
宝道医院
広瀬病院
喜須来診療所
清水医院
永松内科医院
二宮医院
加藤内科
中野医院
川上診療所
穴井診療所
市立八幡浜総合病院

村上内科医院
大野内科
浦岡医院
大久保内科クリニック
菊原医院
平田胃腸科肛門科
てらおか内科クリニック
村上医院

大洲市北只１６８
大洲市大洲６６５－７
大洲市大洲８７７番地
大洲市八多喜町甲２１１－１
大洲市八多喜町甲９７－１
大洲市若宮６７２－５
大洲市若宮４９７
大洲市常磐町２７

八幡浜市川通１４５５番地２２
八幡浜市松柏乙９９９
八幡浜市松柏丙７８０
八幡浜市江戸岡１丁目７番１０号
八幡浜市１５３６番地１１８
八幡浜市大黒町３丁目１５２６番地８０
八幡浜市旭町３丁目１５１０番地７３
八幡浜市１２８０－２０
八幡浜市１１８２－１
八幡浜市１４５５
八幡浜市１２８０－９
八幡浜市保内町須川５８－１
八幡浜市日土町１－２５６
八幡浜市保内町川之石１－２６０－２
八幡浜市保内町宮内１－９２－１
八幡浜市産業通６－２８
八幡浜市五反田１－３６－２
八幡浜市川上町川名津甲３２５－６
八幡浜市穴井３－４０１
八幡浜市大平１－６３８

わとう医院
伊方町国民健康保険九町診療所
伊方町国民健康保険瀬戸診療所
門田医院
伊方町国民健康保険串診療所

西宇和郡伊方町湊浦８６６
西宇和郡伊方町九町１－５９７－１
西宇和郡伊方町三机乙２５８７
西宇和郡伊方町三崎１４５２番地１
西宇和郡伊方町串４６６

西予市国民健康保険周木診療所
西予市国民健康保険二及診療所
三瓶病院
笹田循環器科内科医院
樋口内科蔵貫診療所
樋口内科皆江診療所
近藤医院
松葉診療所
宇都宮内科クリニック
いわもと婦人科クリニック
かどた医院
二宮医院
矢野整形外科
若宮診療所
西予市立西予市民病院
狩江あじき医院
あじき医院
田之浜あじき医院
おか医院
西予市立野村病院
宇都宮内科
西予市国民健康保険土居診療所

西予市三瓶町周木６番耕地２２９番地１
西予市三瓶町二及２番耕地６８４－１
西予市三瓶町朝立２番耕地１－１８
西予市三瓶町朝立１－３１０－４１
西予市三瓶町蔵貫浦６７４－１
西予市三瓶町皆江１８５６－２８
西予市宇和町卯之町１－３７６－２
西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２
西予市宇和町卯之町３丁目３０９
西予市宇和町卯之町２丁目２７５－２
西予市宇和町卯之町５－２４０－１
西予市宇和町卯之町２丁目２１８
西予市宇和町卯之町３－３５９
西予市宇和町下松葉１４０－５８
西予市宇和町永長１４７－１
西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１－４
西予市明浜町高山甲３６３０
西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３
西予市野村町阿下７号１７－１
西予市野村町野村９－５３
西予市野村町野村１１－４２８
西予市城川町土居５７８

〇

鬼北町国民健康保険三島診療所
篠原医院
大野内科医院
いしむら整形外科
鬼北町国民健康保険愛治診療所
鬼北町立北宇和病院
旭川荘南愛媛病院
鬼北町国民健康保険日吉診療所

◎

0894-23-0011
0894-24-0999
0894-24-3003
0894-20-8200
0894-22-0163
0894-22-0518
0894-29-1222
0894-22-4567
0894-22-3511
0894-27-0880
0894-22-2600
0894-36-1515
0894-26-0099
0894-36-0224
0894-36-0896
0894-29-1771
0894-22-1117
0894-24-5116
0894-28-0024
0894-22-3211

〇

0894-38-2200
0894-39-1050
0894-29-8811
0894-54-0034
0894-56-0032

0894-33-0291
0894-33-3140
0894-33-1200
0894-33-3320
0894-34-0089
0894-34-0090
0894-62-2311
0894-62-0688
0894-62-7788
0894-89-3223
0894-62-6722
0894-62-0144
0894-62-6698
0894-62-0077
0894-62-1121
0894-65-0302
0894-64-0331
0894-64-1443
0894-72-3456
0894-72-0180
0894-72-3333
0894-83-0031

北宇和郡鬼北町大字小松１５１１
北宇和郡鬼北町大字近永１５１７－３
北宇和郡鬼北町大字近永６１８
北宇和郡鬼北町奈良４２９８－１
北宇和郡鬼北町大字清水９７０－１
北宇和郡鬼北町大字近永４５５－１
北宇和郡鬼北町永野市１６０７
北宇和郡鬼北町大字下鍵山２９９

△

△

宇和島徳洲会病院
わたなべハートクリニック
萩山医院寿レディースクリニック
清水内科・循環器内科
吉田内科泌尿器科医院
加藤整形外科
兵頭内科医院
和霊町松浦内科

△
〇
△

宇和島市柿原１３５２－１
宇和島市柿原１２８０
宇和島市栄町港２丁目４－２６
宇和島市恵美須町１丁目３－１０
宇和島市鶴島町６－２７
宇和島市天神町８－１９
宇和島市本町追手１丁目２－１５
宇和島市本町追手１丁目１－１５
宇和島市堀端町２９番地
宇和島市堀端町２－５
宇和島市堀端町１－８
宇和島市堀端町２－３９
宇和島市広小路１番３１号
宇和島市広小路２番４９号
宇和島市広小路１－２６
宇和島市京町２番４０号
宇和島市賀古町２丁目１－３７
宇和島市丸之内３丁目１－１
宇和島市丸之内１丁目１－１１
宇和島市桜町１－３８
宇和島市並松１丁目１－３１
宇和島市保田甲８５６－１
宇和島市新田町１－２－３０
宇和島市中沢町１丁目２－９
宇和島市中沢町２丁目甲８６２－３
宇和島市三間町宮野下７９３
宇和島市津島町岩松８２３
宇和島市津島町高田丙１５番地
宇和島市津島町高田甲５９４－１
宇和島市津島町高田丙５４７－１
宇和島市御殿町１－１
宇和島市吉田町北小路甲２１７
宇和島市吉田町北小路甲９６－２
宇和島市吉田町東小路甲９８－１
宇和島市吉田町魚棚２０－３
宇和島市吉田町立間２－２６１９
宇和島市吉田町沖村甲６０９－１

保健
指導

◎

愛南町国保一本松病院附属内海診療所
岡沢クリニック
かんクリニック AINAN
中浦診療所
浜口医院
粉川ファミリークリニック
竹本医院
愛南町国保一本松病院
松本クリニック

南宇和郡愛南町柏４３４－１
南宇和郡愛南町御荘平城１９７６
南宇和郡愛南町御荘平城１５９０
南宇和郡愛南町中浦１５５４
南宇和郡愛南町城辺甲３４７－２
南宇和郡愛南町城辺甲８６
南宇和郡愛南町城辺乙５０７
南宇和郡愛南町一本松５０５６－２
南宇和郡愛南町一本松３３７５－３

0895-85-0341
0895-70-1511
0895-72-2225
0895-75-0503
0895-72-0038
0895-72-2111
0895-72-3271
0895-84-2255
0895-84-2001

〇

△

○愛媛県では、住所地の市町が実施する地域健診で特定健康診査を受
診することもできます。
また、地域健診では特定健康診査と一緒にがん検診も実施していま
す。この機会に、がん検診も受診しましょう。
地域健診の受診方法等は市町により異なりますので、予約も含め、
市町の特定健康診査の担当課に必ずご確認ください。
○地域健診以外にも、エヒメ健診協会が実施する集団健診で受診する
ことができます。
また、今年もいよてつ高島屋での集団健診の実施を予定しています。
同封の申込ハガキ付き「２０２２年度 特定健康診査のご案内」と
リーフレットをご覧ください。

0895-48-0074
0895-45-3370
0895-45-0141
0895-20-6635
0895-46-0005
0895-45-3400
0895-45-1101
0895-44-2250

0895-22-2811
0895-25-1717
0895-24-6200
0895-22-1492
0895-25-1330
0895-22-7111
0895-25-2772
0895-23-1510

電話番号

0895-23-6611
0895-26-6300
0895-22-5622
0895-25-7228
0895-22-2266
0895-22-0410
0895-25-5858
0895-24-2211
0895-22-5100
0895-22-0504
0895-22-0022
0895-24-1103
0895-22-1484
0895-22-1750
0895-24-6611
0895-25-0100
0895-24-0030
0895-22-5616
0895-22-1822
0895-23-3599
0895-22-5030
0895-23-1122
0895-27-1888
0895-25-3335
0895-20-0320
0895-26-2260
0895-58-4828
0895-32-2616
0895-32-2011
0895-32-6688
0895-32-5000
0895-25-1111
0895-52-0611
0895-52-0104
0895-52-3133
0895-52-3111
0895-52-0144
0895-52-0808

○新型コロナウイルス感染症の状況等により受診できない場合があり
ますので、必ず事前に予約の連絡をし、受診券（セット券）と被保険
者証を持参のうえ受診してください。

北宇和郡松野町大字延野々１４０６－４ 0895-42-0707

宇和島市住吉町２丁目６－２４
宇和島市朝日町３丁目１－６
宇和島市寿町１丁目４－５
宇和島市御幸町２丁目６－３
宇和島市御幸町２丁目２－１２
宇和島市和霊元町４丁目２番８号
宇和島市和霊元町１－６－２４
宇和島市和霊元町２丁目４－２１

実施機関所在地
宇和島市伊吹町字シツソウ甲１１５５－７

○愛媛県外の実施機関につきましては、
共済組合保健課厚生係（089-945-6318） までお問い合せください。

宇 和 島 市
0893-23-3500
0893-24-6800
0893-24-2024
0893-26-1131
0893-26-0103
0893-24-1200
0893-24-3306
0893-24-2346

実施機関名
ますだクリニック
柿の木診療所
正光会宇和島病院
宇都宮内科・胃腸科
清家消化器内科クリニック
友松外科胃腸科
松澤循環器科内科
楠崎内科
山本内科医院
田中循環器科内科
植木整形外科
長野産婦人科
善家脳神経クリニック
山中医院
鎌野病院
上田小児科
木村内科医院
ＪＣＨＯ宇和島病院
河野整形外科クリニック
小川クリニック
山下クリニック
松浦内科医院
しませ医院
沖内科クリニック
石川循環器科・内科
くきた内科クリニック
松崎クリニック
あべ医院
宇和島市立津島病院
永井内科医院
口羽外科胃腸科医院
市立宇和島病院
宇和島市立吉田病院
鈴木整形外科・外科
溜尾整形外科
いわむらクリニック
水谷医院
橋本内科クリニック

南 宇 和 郡 愛 南 町

北 宇 和 郡 松 野 町
松野町国民健康保険中央診療所

大 洲 市

△

◎

喜多郡内子町内子２２１２番地
喜多郡内子町内子１６１７
喜多郡内子町内子２２５６
喜多郡内子町内子７７１番地
喜多郡内子町小田１３０番地
喜多郡内子町五十崎甲１２１２
喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１
喜多郡内子町五十崎甲１１２５

△

北 宇 和 郡 鬼 北 町

喜 多 郡 内 子 町
小川医院
堀川外科胃腸科医院
古川医院
加戸病院
済生会小田診療所
植木内科医院
佐々木整形外科クリニック
高橋医院

保健
指導

西 予 市

伊 予 郡 砥 部 町
柳田医院
かどた内科
中川内科
八倉医院
砥部病院
山本クリニック
西村医院
鎌井内科
豊島医院
砥部町国民健康保険診療所

電話番号

0893-25-2333
0893-23-1103
0893-50-8881
0893-59-4750
0893-25-7720
0893-25-0158
0893-25-6212
0893-24-2151
0893-25-0535
0893-25-2022
0893-34-3107
0893-39-2010
0893-52-2883
0893-52-0275

西 宇 和 郡 伊 方 町

上浮穴郡久万高原町久万２９２－６
0892-21-1135
上浮穴郡久万高原町久万６５
0892-21-1120
上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 0892-21-3353

伊 予 郡 松 前 町
友澤外科
松前病院
おひさまファミリークリニック
たけだ内科クリニック
木口内科
東岡整形外科
武智ひ尿器科・内科
松野内科クリニック
おち内科循環器科
高瀬内科胃腸科
梶原クリニック

実施機関所在地
大洲市徳森字城２２１７－１１
大洲市東大洲２３０－２
大洲市東大洲１０－１
大洲市東若宮８－７
大洲市新谷乙１１８６－１
大洲市新谷町甲１８
大洲市新谷町甲３０６
大洲市西大洲甲５７０番地
大洲市東大洲１５６３－１
大洲市徳森１５１２－１
大洲市肱川町山鳥坂７７
大洲市河辺町植松４２８
大洲市長浜甲２６８
大洲市長浜甲１７６

八 幡 浜 市

伊 予 市
089-968-0021
089-967-0043
089-967-1182
089-946-7770
089-982-0662
089-983-3003
089-997-3363
089-982-1170
089-982-0023
089-982-0127
089-986-0909
089-987-0660

実施機関名
みやうち医院
かわばた産婦人科
こじま内科
東若宮中川脳神経外科クリニック
神南診療所
久保内科循環器科
井関クリニック
市立大洲病院
喜多医師会病院
大洲記念病院
鹿野川診療所
大洲市国民健康保険河辺診療所
清水医院
石村病院

〇

○共済組合では、組合員の皆様からの保険料（掛金）等により、皆様
が病気やケガで医療機関を受診された際の医療費等を支払っています
が、これとは別に７５歳以上の高齢者に係る医療費への支援金（令和
３年度は約２０億８６００万円）を支出しています。
この支援金は特定健康診査及び特定保健指導の利用率が悪くなると
最大で１０％加算されますが、利用率が高くなれば最大で１０％減算
されることになっています。
受診券（セット券）を送付された皆様が特定健康診査を受診してい
ただくことにより、組合員の皆様の給料等から納めていただく保険料
（掛金）の上昇を抑えることができますので、受診してくださるよう
お願いします。

