
今治市

実施機関名 所在地 電話番号 電話番号 保健指導

吉本循環器・内科 今治市旭町１丁目３－６ 0898-31-4020 Tel:0898314020

たけうちクリニック 今治市旭町２丁目２－１１ 0898-25-8100 Tel:0898258100

美須賀病院 今治市黄金町３丁目４－８ 0898-32-1212 Tel:0898321212

平林胃腸クリニック 今治市河南町２丁目６－２０ 0898-31-5100 Tel:0898315100

広瀬病院 今治市喜田村６丁目５－１ 0898-47-0100 Tel:0898470100 〇

済生会今治病院 今治市喜田村７丁目１－６ 0898-47-2500 Tel:0898472500 〇

あおのクリニック 今治市菊間町浜１００１ 0898-54-5115 Tel:0898545115 △

片山医院 今治市吉海町幸新田７１ 0897-84-2620 Tel:0897842620

斎藤クリニック 今治市吉海町仁江１６－２ 0897-84-4333 Tel:0897844333

今治第一病院 今治市宮下町１丁目１－２１ 0898-23-1650 Tel:0898231650

宮窪診療所 今治市宮窪町宮窪５２５０－１ 0897-86-3331 Tel:0897863331

ｉクリニック内科・呼吸器内科 今治市郷新屋敷３丁目１－３９ 0898-22-1929 Tel:0898221929

梅の木中医学クリニック 今治市玉川町小鴨部甲３５－１ 0898-55-2820 Tel:0898552820

金藤内科 今治市玉川町大野甲６７－１ 0898-55-2217 Tel:0898552217

重見内科医院 今治市国分３丁目１３－４５ 0898-48-2800 Tel:0898482800

藤田医院 今治市桜井２丁目５－５７ 0898-47-1131 Tel:0898471131

武田医院 今治市桜井４丁目１２－３１ 0898-48-0131 Tel:0898480131

今治南病院 今治市四村１０３－１ 0898-22-7300 Tel:0898227300

光生病院 今治市室屋町３丁目２－１０ 0898-22-0468 Tel:0898220468

白石病院 今治市松本町１丁目５－９ 0898-32-4135 Tel:0898324135 △

今治セントラルクリニック 今治市松本町２丁目６－６ 0898-22-5251 Tel:0898225251

松浦医院 今治市上浦町井口５３００ 0897-87-3350 Tel:0897873350

村上病院 今治市常盤町５丁目３－３７ 0898-22-8833 Tel:0898228833 〇

井出内科 今治市常盤町７丁目３－６ 0898-32-2866 Tel:0898322866

井戸内科・消化器科 今治市蔵敷町１丁目１５－６ 0898-34-7556 Tel:0898347556

大三島中央病院 今治市大三島町宮浦５３１８－１ 0897-82-1111 Tel:0897821111 〇

さとう内科クリニック 今治市大新田町３丁目４－８ 0898-33-7233 Tel:0898337233

高山内科病院 今治市大正町３丁目５－８ 0898-22-7720 Tel:0898227720 〇

まつもとクリニック 今治市大正町３丁目６－１０ 0898-22-7353 Tel:0898227353

近松内科 今治市大正町３丁目６－１２ 0898-23-5156 Tel:0898235156

かもいけ診療所 今治市大西町九王甲２０１９－１６ 0898-53-0881 Tel:0898530881 〇

大西クリニック 今治市大西町紺原甲８２７－１ 0898-53-2282 Tel:0898532282

鴨頭医院 今治市大西町新町甲５３５ 0898-53-2102 Tel:0898532102 △

波止浜内科・外科 今治市地堀５丁目２－１ 0898-41-9168 Tel:0898419168 △

井門クリニック 今治市朝倉下甲１１４６－１ 0898-56-1155 Tel:0898561155

朝倉内科循環器科クリニック 今治市朝倉下甲４５２－１ 0898-56-2818 Tel:0898562818

・特定健康診査を実施する健診機関の各市町村別一覧（令和２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。
・Tel:の電話番号をタップ（又は長押し）して、発信すると電話をかけられます。（設定等によってはかからない場合があります。）

特定健康診査・特定保健指導実施機関一覧表（愛媛県）
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今治市

実施機関名 所在地 電話番号 電話番号 保健指導

三宅川医院 今治市町谷甲１７－２ 0898-48-3850 Tel:0898483850

消化器科久保病院 今治市内堀１丁目１－１９ 0898-41-3233 Tel:0898413233

武田脳神経外科 今治市南高下町３丁目２－１０ 0898-25-6417 Tel:0898256417

かいはらクリニック 今治市南高下町３丁目２－８ 0898-33-7770 Tel:0898337770

菅病院 今治市南日吉町２丁目３－２１ 0898-32-5092 Tel:0898325092

内科・消化器科羽鳥病院 今治市南宝来町３丁目２－３ 0898-22-2898 Tel:0898222898 △

波方中央病院 今治市波方町樋口甲１６８３－１ 0898-41-5911 Tel:0898415911 〇

小澤外科循環器科医院 今治市馬越町４丁目３－１０ 0898-32-1520 Tel:0898321520

広瀬クリニック 今治市拝志３－１ 0898-47-3111 Tel:0898473111 〇

しのざき整形外科 今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 0897-73-1221 Tel:0897731221

はかた外科胃腸科 今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５ 0897-72-1711 Tel:0897721711

喜多嶋診療所 今治市伯方町木浦甲３４４９ 0897-72-0250 Tel:0897720250

有津むらかみクリニック 今治市伯方町有津甲２３３５ 0897-72-3200 Tel:0897723200

西信内科医院 今治市米屋町３丁目１－４１ 0898-22-5753 Tel:0898225753

鈴木病院 今治市別宮町２丁目１－５ 0898-23-0500 Tel:0898230500 〇

木原病院 今治市別宮町３丁目７－８ 0898-23-0634 Tel:0898230634 〇

今治市医師会市民病院 今治市別宮町７丁目１－４０ 0898-22-7611 Tel:0898227611

山内病院 今治市片山３丁目１－４０ 0898-32-3000 Tel:0898323000 ◎

いまおか内科クリニック 今治市北高下２丁目１－４８ 0898-22-0660 Tel:0898220660

上原内科 今治市北鳥生町３丁目４－８ 0898-22-2202 Tel:0898222202

放射線第一病院 今治市北日吉町１丁目１０－５０ 0898-23-3358 Tel:0898233358 〇

済生会今治第二病院 今治市北日吉町１丁目７番４３号 0898-23-0100 Tel:0898230100 〇

瀬戸内海病院 今治市北宝来町２丁目４－９ 0898-23-0655 Tel:0898230655 〇

相原内科クリニック 今治市本町２丁目１－２７ 0898-25-1311 Tel:0898251311

吉野病院 今治市末広町１丁目５－５ 0898-32-0323 Tel:0898320323 ◎

真部クリニック 今治市矢田甲７－１ 0898-22-0907 Tel:0898220907

かとう内科 今治市立花町１丁目１０－５ 0898-23-2310 Tel:0898232310

竹内外科胃腸科 今治市立花町３丁目６－３６ 0898-22-0132 Tel:0898220132

日浅産婦人科医院 今治市立花町３丁目７－３０ 0898-24-1135 Tel:0898241135
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