香川県
（令和元年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

一般財団法人大西精神衛生研究所附属大西病院

香川県高松市上天神町３３６

087-866-1792

塩見内科医院

香川県高松市楠上町１－９－３６

087-862-0403

医療法人和光会前田病院

香川県高松市東ハゼ町８２４

087-865-7111

大内胃腸科眼科医院

香川県高松市高松町２５０７－４

087-843-1662

河野内科医院

香川県高松市東山崎町５４３－５

087-847-8150

安西内科医院

香川県高松市元山町１２３１－１３

087-866-4170

松田胃腸科外科医院

香川県高松市高松町３００４－２

087-843-3377

原胃腸科医院

香川県高松市常磐町１－４ 丸新ビル６Ｆ

087-861-4433

遠藤医院

香川県高松市浜ノ町５８－１０

087-821-9300

福田外科医院

香川県高松市屋島西町２４４５－５

087-843-6250

いしこ外科医院

香川県高松市錦町２－１２－２８

087-821-1457

岩部医院

香川県高松市松福町２－１０－１０

087-821-6203

ツゲ医院

香川県高松市川部町１４４３－１

087-885-1432

香川医療生活協同組合高松平和病院

香川県高松市栗林町１－４－１

087-833-8113

医療法人社団百石病院

香川県高松市屋島西町１９３７－１

087-843-6121

四宮医院

香川県高松市西植田町１５４０

087-849-0201

西風循環器科医院

香川県高松市紺屋町３番地の１２

087-851-0880

多田医院

香川県高松市扇町１－２５－４８

087-851-2921

野口内科医院

香川県高松市前田東町１２１３番地の２

087-847-6555

吉田内科医院

香川県高松市林町１９７１－１０

087-867-0777

寺井山内医院

香川県高松市寺井町１０５３－１８

087-886-7888

秋山内科医院

香川県高松市木太町３４８５－１

087-861-6339

医療法人社団海部医院

香川県高松市高松町２３６５

087-843-3666

医療法人社団幡内科消化器科医院

香川県高松市天神前６－１８

087-835-3366

医療法人社団マツオカ医院

香川県高松市一宮町１４３－５

087-888-2222

医療法人社団石田クリニック

香川県高松市番町５－１－２３

087-835-1289

医療法人社団おだ整形外科医院

香川県高松市花ノ宮町２－１２－１

087-866-7166

田渕医院

香川県高松市扇町１－２５－２５

087-821-3091

医療法人社団わき外科クリニック

香川県高松市仏生山町甲４６０－８

087-888-5123

春日佐々木医院

香川県高松市春日町１６５０－１

087-841-7676

妹尾循環器科内科クリニック

香川県高松市内町１－１３ 日新内町ビル２Ｆ

087-823-8333

医療法人社団育林会谷本医院

香川県高松市林町１２８１

087-867-1861

医療法人社団翼医院

香川県高松市茜町１６－１２

087-837-5800

和田内科循環器科医院

香川県高松市鶴市町２０３９－２

087-881-7575

医療法人財団福生会多田羅内科クリニック

香川県高松市番町３－３－１

087-861-3730

医療法人社団高杉会そがべ整形外科

香川県高松市一宮町１１２５

087-886-2323

医療法人社団松田内科医院

香川県高松市藤塚町１－３－２１

087-831-4601

医療法人社団田原内科医院

香川県高松市松縄町４１－５

087-867-1766

医療法人社団伸萌会 花房外科医院

香川県高松市鶴市町２０２６－１

087-881-0066

医療法人社団三好内科医院

香川県高松市川島本町４３１－５

087-848-2288

医療法人社団 藤井内科循環器科医院

香川県高松市多肥下町５７番地

087-865-7711

医療法人社団清瞳会山内クリニック

香川県高松市一宮町４０３－１

087-886-7082

医療法人社団溝口クリニック

香川県高松市円座町１５７５－３

087-886-0824

整形外科吉峰病院

香川県高松市番町１丁目４番１３番地

087-851-8775

医療法人社団蓮井内科医院

香川県高松市太田上町３４６－５

087-888-1331

医療法人社団小川内科医院

香川県高松市藤塚町３－３－１２

087-861-9551

医療法人社団赤松内科医院

香川県高松市鹿角町２７１－６

087-866-6667

医療法人社団 東高松クリニック

香川県高松市高松町２３１０－２

087-841-0033

香川県1

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団はた医院

香川県高松市香西本町８９

087-881-2262

医療法人社団博翔会高田整形外科医院

香川県高松市御厩町４７６

087-886-8866

医療法人社団 木村医院

香川県高松市前田東町８００－１

087-847-6002

横井クリニック

香川県高松市丸の内４－９ 丸の内ビル２階

087-821-2212

医療法人社団高松脳神経外科・外科医院

香川県高松市檀紙町１５９３－１

087-886-5588

医療法人社団仁泉会西岡医院

香川県高松市寺井町１３８５－１０

087-885-2021

医療法人社団康生会高松大林病院

香川県高松市番町１－１０－３

087-862-1231

医療法人社団啓友会久米川病院

香川県高松市新田町字谷北甲４７４－３

087-844-3111

医療法人社団 瀧川整形外科医院

香川県高松市林町１５８３番地１

087-867-2288

医療法人社団耕彩会三条山下内科医院

香川県高松市三条町５０４－１

087-867-1201

医療法人社団荒木内科医院

香川県高松市伏石町１３１６－３

087-867-7041

医療法人社団研宣会広瀬病院

香川県高松市松縄町３５－３

087-867-9911

医療法人社団高畠医院

香川県高松市木太町１９８６

087-862-3410

医療法人社団いとうクリニック

香川県高松市木太町３２３８－７

087-835-5011

河西医院

香川県高松市番町１－７－１１

087-851-2666

医療法人社団哲樹会真弓内科呼吸器科医院

香川県高松市塩上町２－２－６

087-835-2321

医社）いずみ内科医院

香川県高松市高松町１６８９－４

087-843-1115

ぬもと内科医院

香川県高松市昭和町２－１４－１３

087-861-0465

那須医院

香川県高松市円座町１５９３

087-885-1406

医療法人社団雙和会クワヤ病院

香川県高松市塩屋町１－４

087-851-5208

ひがさクリニック

香川県高松市三谷町１６９７－１４

087-888-5151

協和医院

香川県高松市東山崎町１６５－８

087-847-6073

医療法人社団和広会伊達病院

香川県高松市観光町５８８－８

087-831-1701

医社）萌光会高塚クリニック整形外科耳鼻咽喉科

香川県高松市中間町川向２３－１

087-885-4880

医療法人社団宅光会リウマチ・腎臓内科はちまんクリニック

香川県高松市亀岡町１１－１０

087-862-7878

医療法人社団仏生山みぞぶち内科医院

香川県高松市仏生山町甲６９１－１

087-888-1322

一般財団法人三宅医学研究所附属セントラルパーククリニック

香川県高松市番町１－１０－１６

087-863-4560

佐々木内科クリニック

香川県高松市福岡町４－２－１

087-821-1236

ぶんご内科医院

香川県高松市太田下町２４６３－６

087-869-7117

医療法人社団松山内科クリニック

香川県高松市多肥下町１５０１－１

087-867-7778

医療法人社団わたなべ内科消化器科医院

香川県高松市今里町１－３０－２１

087-833-6660

平野泌尿器科医院

香川県高松市上福岡町９８４－１ 北村ビル３Ｆ

087-863-6551

医療法人社団 横田外科医院

香川県高松市生島町４６０－１

087-882-7165

さわ医院

香川県高松市六条町４８１－１

087-868-5001

医療法人社団泰平会佐藤クリニック

香川県高松市成合町７２６－１

087-885-0105

医療法人社団 イズミ医院

香川県高松市三谷町９０－１

087-840-1777

医社）水明会 とびうめ内科医院

香川県高松市伏石町２１３１－２

087-866-1130

医療法人社団安原マタニティクリニック

香川県高松市三条町３２１－２

087-866-1111

医療法人社団三恵会木太三宅病院

香川県高松市木太町３８３６－７

087-867-3131

医療法人社団 鈴木レディースクリニック

香川県高松市福岡町三丁目１１－２７

087-826-2288

医療法人社団とみおか内科クリニック

香川県高松市番町２－６－１３

087-825-9121

医療法人社団 そごうクリニック

香川県高松市川島本町２９８

087-848-1155

医療法人整愛会整形外科高松厚生クリニック

香川県高松市塩上町８－１３

087-831-7562

医療法人社団藤井外科胃腸科・整形外科

香川県高松市田村町１２７７

087-867-1222

医療法人社団光樹会水谷内科クリニック

香川県高松市木太町３６０２－１

087-835-5037

医療法人社団慈和会 佐々木内科医院

香川県高松市扇町１－２４－５

087-851-6688

よしまつクリニック

香川県高松市西の丸町２－１７宮脇書店ビル２階

087-811-7333

医療法人社団ひまわり会はまもと医院

香川県高松市六条町下所７９５－６

087-864-6666

医療法人社団つくし会 三好外科胃腸科医院

香川県高松市亀田町２２６番地１

087-847-8888

医療法人社団修美会綾田内科消化器科クリニック

香川県高松市太田下町１８７２－２

087-864-5111

医療法人社団小林内科小児科医院

香川県高松市屋島西町２４８５－６

087-843-3315

香川県2

実施機関名

所在地

電話番号

医社）はせ川内科循環器科医院

香川県高松市屋島西町１７３６番地

087-841-1555

医療法人社団弘徳会マオカ病院

香川県高松市瓦町１－１２－４５

087-862-8888

医療法人社団緑洋会泉クリニック

香川県高松市屋島西町２４９０－１

087-841-8808

医社）湯浅クリニック

香川県高松市上之町１丁目３番２９号

087-868-9111

医療法人社団中空医院

香川県高松市香西本町２５６－１

087-881-1230

形見医院

香川県高松市番町４－８－２５

087-831-5965

医療法人社団隆朗会 やまもと医院

香川県高松市天神前５番２２号

087-837-0707

医療法人社団 菅循環器科内科クリニック

香川県高松市中間町４０番地１

087-885-5100

医療法人社団藤英会 斉藤病院

香川県高松市花園町一丁目６番８号

087-862-3155

いしばし内科医院

香川県高松市塩上町９番地１５

087-831-7487

医療法人社団弘雅会亀井内科呼吸器科医院

香川県高松市太田下町３００７－４

087-866-5001

医療法人財団博仁会キナシ大林病院

香川県高松市鬼無町藤井４３５－１

087-881-3631

医療法人社団恵生会十河診療所

香川県高松市十川西町３６８－１

087-848-1166

医療法人社団英新会 屋島伊藤クリニック

香川県高松市高松町２５５２番地２

087-844-3933

医療法人社団 恵愛会 西川クリニック

香川県高松市瓦町一丁目４番５号

087-851-1027

山崎内科呼吸器科医院

香川県高松市春日町７９９－１

087-818-1560

岩藤内科医院

香川県高松市牟礼町牟礼２１２８－１０

087-845-3337

医療法人社団 庵治整形外科・内科医院

香川県高松市庵治町６１９番地

087-871-3801

医療法人社団高本内科医院

香川県高松市牟礼町原４３０

087-845-8000

田村内科クリニック

香川県高松市庵治町６３８５－１０４

087-871-1181

医療法人社団ふくま内科クリニック

香川県高松市牟礼町牟礼２５６０－１１

087-870-1311

医療法人社団慈愛会阿部内科眼科医院

香川県高松市牟礼町牟礼１００６－３

087-845-1335

医社）以和貴会 いわき病院

香川県高松市香南町由佐１１３番地１

087-879-3533

松岡医院

香川県高松市香川町川東上２０３２－６

087-879-2011

医社）仁樹会 オサカ病院

香川県高松市香川町浅野２７２番地

087-889-0703

医社）康和会三好外科胃腸科医院

香川県高松市香川町浅野１０３５番地１

087-879-8111

小谷医院

香川県高松市香川町安原下３－１６２

087-879-7005

医療法人社団 カマ田医院

香川県高松市香川町大野２４５０番地２

087-886-5561

医療法人社団大嶋整形外科医院

香川県高松市香川町大野１０９２番地１

087-885-3611

医療法人社団しげなり内科医院

香川県高松市香南町池内５１７－１５

087-879-0366

医療法人社団谷本内科医院

香川県高松市香川町大野９９７－３

087-885-8500

医療法人社団三心会くにしげ内科小児科医院

香川県高松市香川町浅野１３７－１

087-889-6600

医療法人社団健愛会あきやまクリニック

香川県高松市香川町大野４５９－５

087-815-8588

白井内科医院

香川県高松市国分寺町新名４４０－２３

087-874-3711

医療法人社団準星会 山下医院

香川県高松市国分寺町国分２１５５－３

087-874-0077

医療法人社団 山田医院

香川県高松市国分寺町新居３３８８

087-874-0040

医療法人社団 有史会 高畠病院

香川県高松市国分寺町新名５００－１

087-874-3131

タカオ整形外科医院

香川県高松市国分寺町新居１３１０－１

087-870-6700

端岡厚生クリニック

香川県高松市国分寺町新居４６９－６

087-874-0003

医療法人社団川地クリニック

香川県高松市松縄町１１１７－１６

087-815-2110

医療法人社団内科高橋クリニック

香川県高松市藤塚町１－８－１７

087-831-7073

医社）研友会真弓皮膚泌尿器科医院

香川県高松市福田町１３番地３

087-821-3913

医療法人社団静正会白石血管外科クリニック

香川県高松市六条町１６６

087-847-0011

のざき内科循環器科クリニック

香川県高松市木太町２６３１－１

087-831-5581

医療法人かしむら内科医院

香川県高松市多肥上町７１８－１

087-889-7760

医療法人社団石川内科胃腸科医院

香川県高松市松縄町４８－２

087-867-1000

医療法人社団大橋内科胃腸科

香川県高松市三条町１０９－１

087-866-0084

医療法人仏生山クリニック

香川県高松市出作町２０５－１

087-889-0111

おか内科クリニック

香川県高松市香川町川東上字大春田１８６４－３

087-879-1600

田井メディカルクリニック

香川県高松市田村町３３２－４

087-866-7311

医社）勝賀 かつが整形外科クリニック

香川県高松市香西本町１１４番地１０

087-832-8877

香川県3

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団おはら整形外科クリニック

香川県高松市多肥下町１５４３－１

087-865-2398

なりあい医院

香川県高松市成合町１３５７

087-885-7700

全人クリニック

香川県高松市勅使町６２番地４

087-867-1717

江藤内科クリニック

香川県高松市六条町１９８－１

087-847-6840

内科前田医院

香川県高松市松島町２－１７－１５

087-863-5252

あおば内科クリニック

香川県高松市太田上町４２０番地１

087-816-1122

大饗内科消化器科医院

香川県高松市成合町７２８番地７

087-885-1233

横井内科医院

香川県高松市木太町１６６３－２

087-862-2222

医療法人社団西高松脳外科・内科クリニック

香川県高松市郷東町１３４－１西高松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙｲｰｱ２F

087-832-8811

医療法人社団マヤ内科医院

香川県高松市大工町１－１２

087-821-5230

香川医療生活協同組合高松協同病院

香川県高松市木太町４６６４

087-833-2330

医社）誠心会 さとう内科クリニック

香川県高松市新田町甲２６０７－４

087-816-3101

医療法人社団 吉村整形外科醫院

香川県高松市木太町５０５５－４

087-866-6666

医療法人社団 仁和会 辻クリニック

香川県高松市林町１５０１－１

087-867-2662

医療法人社団空会 大西内科クリニック

香川県高松市屋島西町２４９０－１８

087-818-0765

医療法人社団 喜田医院

香川県高松市高松町２５００－５

087-844-8705

医療法人社団 のむら内科循環器消化器クリニック

香川県高松市香川町川東上字漆原１８０２番７

087-816-8088

医療法人社団讃志会

香川県高松市花ノ宮町１丁目５－３６

087-816-3555

医療法人社団 せとうちクリニック

香川県高松市松福町２－１０－５

087-811-5577

医療法人社団 ポラリス たむら内科

香川県高松市多肥上町１４６１

087-888-3311

医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック

香川県高松市三条町４８２－１

087-867-2270

本多内科医院

香川県高松市今新町８番地５

087-821-4916

医療法人社団立心会 高松ハートクリニック

香川県高松市春日町１４８番地１

087-814-5111

森下内科医院

香川県高松市瓦町２－６－１

087-831-5557

安元クリニック

香川県高松市東山崎町９０番地６

087-847-1300

医療法人社団 少将井 いがわ医院

香川県高松市藤塚町１－１１－１

087-861-4306

医療法人社団重陽会きゅうか内科クリニック

香川県高松市木太町５５１番地１

087-869-2200

医療法人社団陽洸会内科・消化器内科 佐々木クリニック

香川県高松市香川町浅野１０３０－１

087-840-5339

医療法人社団こくぶりた こくぶ脳外科・内科クリニック

香川県高松市国分寺町福家甲３８１２－１

087-875-2255

医療法人社団 雄翔会 綾田医院

香川県高松市香南町由佐２１０番地１

087-879-2008

医療法人社団 佳友会 タウンクリニック高松東

香川県高松市春日町４３８－１

087-818-0007

医療法人社団 裕和会 こじまクリニック

香川県高松市楠上町２丁目３－１５

087-813-1122

あまの内科クリニック

香川県高松市木太町４３２６番地１

087-868-3363

医療法人社団 美術館北通り診療所

香川県高松市丸亀町１３番地３

087-813-2220

しんまるクリニック

香川県高松市上福岡町９２２－１

087-887-7612

医療法人社団玄正会磯島クリニック

香川県高松市常磐町二丁目３番６号

087-862-5177

笠岡腎・透析・泌尿器科クリニック

香川県高松市郷東町１４８－３

087-882-8777

医療法人社団よこい内科クリニック

香川県高松市多肥下町３５９番地１

087-869-4511

医療法人高松神経内科クリニック

香川県高松市紺屋町４－１０鹿島紺屋町ビル１階

087-873-2228

加地医院

香川県高松市牟礼町牟礼２２－１

087-845-9713

八幡前三好医院

香川県高松市宮脇町１－３１－５

087-834-4800

ササキメディカルクリニック

香川県高松市多肥下町１５４７－８

087-814-3339

医療法人 建心会 長尾医院

香川県高松市飯田町３４３－１

087-881-2901

五番丁医院

香川県高松市番町２丁目４番１６号

087-822-3331

番丁クリニック

香川県高松市番町５丁目９番１０号

087-862-1110

医療法人社団 らく楽会 太田クリニック

香川県高松市福岡町２－２４－２６

087-851-1238

高松市医師会健診部

香川県高松市松島町１丁目１６－２０

087-834-2005

榊原クリニック

香川県高松市亀井町１０－１０

087-835-0977

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

香川県高松市観光町６４９－８

087-839-9620

医療法人社団愛和会あさひクリニック

香川県高松市観光町５３８－２

087-831-0280

仏生山駅前こだまクリニック

香川県高松市仏生山町甲８１６－５

087-814-4262

花ノ宮クリニック

香川県4

実施機関名

所在地

電話番号

みつ内科・ハートクリニック

香川県高松市多肥上町１１１１－１多肥メディカルビル・イーア２階

087-888-3810

ましま内科・循環器内科クリニック

香川県高松市朝日町２丁目２番７号Ｌ-ビルディング２階

087-811-1810

医療法人社団 牛山クリニック

香川県高松市檀紙町６８番地１

087-886-0119

医療法人讃楡会高松にれクリニック

香川県高松市番町２丁目１０－６

087-851-1117

医療法人社団緑会ザイタックスクリニック

香川県高松市上天神町５１２－１

087-867-1177

医療法人社団西高松脳外科・内科クリニック高松画像診断クリニック

香川県高松市朝日町二丁目４８３番地３２２

087-811-5588

Clinicaみやむら

香川県高松市多肥下町５２７－１

087-868-3860

水尾医院

香川県高松市三谷町１１６１－１

087-899-8620

医療法人社団西高松脳外科・内科クリニック高松内視鏡診断クリニック

香川県高松市福岡町四丁目２８－３０

087-821-8877

医療法人社団赤井ヒポクラテスの樹医匠会赤井香西診療所

香川県高松市香西東町４３３番地１

087-881-2776

医療法人社団讃志会さくらの馬場クリニック

香川県高松市仏生山町甲４７１番地５

087-889-3555

医療法人ウェルネスサポート高松紺屋町クリニック

香川県高松市紺屋町５－３

087-802-5880

筒井内科・皮ふ科医院

香川県高松市鍛冶屋町１－６

087-821-6250

医療法人社団野田医院

香川県高松市多賀町２－９－２０

087-831-4275

医療法人ありとも内科クリニック

香川県高松市小村町２５６－１３

087-887-4103

医療法人社団清仁会玉藻クリニック

香川県高松市寿町１－４－３高松中央通りビル4階

087-811-7021

むらせ内科クリニック

香川県高松市浜ノ町２６７－１

087-813-7333

医療法人社団博永会香西内科医院

香川県高松市檀紙町１５３１－１

087-886-5510

医療法人社団清澄会ミタニ病院

香川県高松市三谷町１６８０－１

087-864-8778

丸亀町クリニック

香川県高松市丸亀町１－１丸亀町壱番街西館３階

087-802-6360

独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん病院

香川県高松市栗林町３－５－９

087-862-9714

高松市国民健康保険女木診療所

香川県高松市女木町１１２

087-873-0103

高松市国民健康保険男木診療所

香川県高松市男木町１３４

087-873-0003

社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院

香川県高松市多肥上町１３３１－１

087-868-1551

高松市民病院塩江分院

香川県高松市塩江町安原上東９９－１

087-893-0031

香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院

香川県高松市屋島西町２１０５番１７

087-841-9141

高松市立みんなの病院

香川県高松市仏生山町甲８４７－１

087-813-7171

独立行政法人国立病院機構高松医療センター

香川県高松市新田町乙８

087-841-2146

やまもと中央クリニック

香川県高松市木太町５０７７番地２

087-802-7500

サンポート高松クリニック

香川県高松市サンポート２番１号マリタイムプラザ２階

087-802-3100

医療法人社団清風会 中山病院

香川県丸亀市城西町２－１－３

0877-23-0231

須崎内科医院

香川県丸亀市城西町１－４－３

0877-23-1030

医療法人社団岸本医院

香川県丸亀市柞原町４８７

0877-22-5629

医療法人社団 まつむら医院

香川県丸亀市川西町北５０７－１

0877-28-7312

香川クリニック

香川県丸亀市天満町２－３－８

0877-22-2311

石川整形外科クリニック

香川県丸亀市葭町３３－１

0877-23-8100

医社）杏和会 大西外科医院

香川県丸亀市御供所町２－１－１

0877-22-5627

医療法人社団秀聡会こはし内科耳鼻咽喉科

香川県丸亀市郡家町２３４

0877-28-6110

医療法人社団中和会西紋病院

香川県丸亀市津森町５９５

0877-22-5205

医療法人社団更新会 丸亀林病院

香川県丸亀市風袋町１７７－１

0877-22-8181

医療法人社団健仁会岩本病院

香川県丸亀市郡家町２４８６－５

0877-28-6311

医療法人社団厚仁会厚仁病院

香川県丸亀市通町１３３

0877-23-2311

医社）一章会 整形外科・小児科 安藤医院

香川県丸亀市福島町１３１

0877-22-5496

医社）誠和会 中野外科胃腸科医院

香川県丸亀市土器町東三丁目６１７番地

0877-25-2525

医療法人社団 石田医院

香川県丸亀市土居町２－８－８

0877-22-4857

医療法人社団笠井外科胃腸科医院

香川県丸亀市新田町１９－１

0877-23-4666

医療法人社団丸亀おのクリニック

香川県丸亀市新町２－１３

0877-22-3902

医社）丸亀博愛会ふたご山クリニック

香川県丸亀市川西町北１３６０番地１

0877-24-8000

中山クリニック

香川県丸亀市城西町２－３－１７

0877-24-3000

医療法人社団 今田医院

香川県丸亀市垂水町１３４２

0877-28-7526

医療法人社団 川井整形外科クリニック

香川県丸亀市天満町１－１２－１２

0877-23-4010

香川県5

実施機関名

所在地

電話番号

医社）柴田整形外科クリニック

香川県丸亀市川西町南４２２－１０

0877-28-2700

医療法人仁寿会 吉田病院

香川県丸亀市宗古町５

0877-22-8101

医療法人社団 岐山会 篠原記念病院

香川県丸亀市中府町５－１２－１１

0877-23-2205

医療法人社団三谷医院

香川県丸亀市飯野町東二１３９６－１

0877-22-4719

小山クリニック

香川県丸亀市金倉町３９１番地３

0877-58-4976

医療法人社団 大西内科循環器科医院

香川県丸亀市飯山町川原１０８３－６

0877-98-2455

医療法人社団 健粋会 吉馴医院

香川県丸亀市飯山町下法軍寺８５８

0877-98-2012

しげのぶ医院

香川県丸亀市綾歌町栗熊東６６－６

0877-86-6355

おおくぼ内科医院

香川県丸亀市綾歌町富熊１０７７－１

0877-86-6500

医療法人社団 杢保小児科医院

香川県丸亀市飯山町川原９７２－１

0877-98-2010

医療法人社団 宮井内科医院

香川県丸亀市飯山町川原２２７－１

0877-98-7007

和田内科医院

香川県丸亀市綾歌町栗熊東５０６－１

0877-86-6161

楠原内科医院

香川県丸亀市綾歌町岡田東２２６６－３

0877-86-3005

くすはら整形外科・外科医院

香川県丸亀市綾歌町岡田東２２６９－７

0877-86-2340

医療法人社団田村クリニック

香川県丸亀市幸町１－５－５

0877-22-8391

医療法人社団里仁会瀬戸内クリニック

香川県丸亀市川西町北１８８－１

0877-28-1511

医療法人一貴会こうの内科クリニック

香川県丸亀市土器町西４－２４４

0877-23-1119

三浦内科・みちこ小児科クリニック

香川県丸亀市土器町東７丁目８８６

0877-22-7311

医療法人社団仁慶会 はやしクリニック

香川県丸亀市柞原町６３３番地１

0877-23-5115

にししょう小児科・内科医院

香川県丸亀市津森町239-36

0877-21-1515

医療法人社団曽根クリニック

香川県丸亀市土器町西７－２２２－５

0877-21-1711

医療法人社団 悠心会 平川クリニック

香川県丸亀市飯山町西坂元７０５－１

0877-98-0710

医療法人社団宝樹みやの会宮野病院

香川県丸亀市中府町４－１３－２８

0877-22-3171

医療法人社団 健童会ほそだこどもクリニック

香川県丸亀市今津町７２６番地５

0877-58-0111

医療法人社団おおつか内科医院

香川県丸亀市山北町４５１－１

0877-22-3667

医療法人 恵基会 小林医院

香川県丸亀市綾歌町岡田下５００－１

0877-86-3038

医療法人社団 まつねクリニック

香川県丸亀市三条町１２５６－１

0877-58-0511

医療法人社団 葆光会 広瀬整形外科医院

香川県丸亀市中府町１－５－４０

0877-23-1641

津森クリニック

香川県丸亀市津森町１１０９－４

0877-21-1212

医療法人社団良亜会アイファミリークリニック

香川県丸亀市川西町南８２６

0877-28-1333

医療法人社団 重仁 まるがめ医療センター

香川県丸亀市津森町２１９番地

0877-24-8300

一般社団法人サンテ・ペアーレ

香川県丸亀市大手町三丁目3番21

0877-23-8700

医療法人社団清仁会辻松外科内科医院

香川県丸亀市前塩屋町１－１２－２４

0877-22-6718

独）労働者健康安全機構 香川労災病院

香川県丸亀市城東町３－３－１

0877-23-3111

丸亀市国民健康保険広島診療所

香川県丸亀市広島町青木４８２

0877-29-2111

丸亀市国民健康保険本島診療所

香川県丸亀市本島町泊４９４

0877-27-3111

坂出聖マルチン病院

香川県坂出市谷町１－４－１３

0877-46-5195

社会医療法人大樹会総合病院回生病院

香川県坂出市室町３－５－２８

0877-46-1011

医療法人社団五色会 こころの医療センター五色台

香川県坂出市加茂町９６３

0877-48-2700

北條クリニック

香川県坂出市江尻町７１６

0877-46-2201

つざき内科クリニック

香川県坂出市林田町３３４８－２

0877-47-0130

福家内科クリニック

香川県坂出市加茂町甲６５５－３

0877-48-0331

医療法人社団赤心会赤沢病院

香川県坂出市府中町３２５

0877-48-3200

医療法人社団小林内科胃腸科医院

香川県坂出市富士見町１－１０－１０

0877-45-9595

医療法人社団響会林内科呼吸器科医院

香川県坂出市白金町３－６－１１

0877-46-5302

医療法人社団まえだ整形外科外科医院

香川県坂出市室町３－１－１３

0877-46-5056

医社）西山脳神経外科病院

香川県坂出市加茂町５９３番地１

0877-48-3366

峯小児科医院

香川県坂出市寿町３－４－１０

0877-46-4315

医療法人社団博朋会番の州ハピネスクリニック

香川県坂出市八幡町３－２－２０

0877-44-5566

医療法人社団三木内科胃腸科医院

香川県坂出市宮下町１－２６

0877-46-3658

まつむら内科クリニック

香川県坂出市江尻町１５７７－１

0877-44-1133

サンテ・ペアーレクリニック
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医療法人社団愛生会上里医院

香川県坂出市江尻町８３６－５

0877-45-8111

医療法人社団伊藤内科消化器科クリニック

香川県坂出市川津町６６－１

0877-44-1930

医療法人社団 佐藤医院

香川県坂出市駒止町２丁目１番３８号

0877-46-3387

公益財団法人香川成人医学研究所附属診療所ウェルクリニック

香川県坂出市横津町３－２－３１

0877-45-2311

淡河医院

香川県坂出市寿町３丁目３番１５号

0877-46-3937

医療法人社団 秀和会かじはらペインクリニック

香川県坂出市川津町２７８５－１

0877-45-1101

髙尾医院

香川県坂出市元町１－１０－５

0877-46-5111

医療法人 然みのりクリニック

香川県坂出市駒止町１－３－５ライフスクエア坂出１F

0877-59-0082

医療法人社団 永井整形外科医院

香川県坂出市川津町２７３０番地

0877-45-1177

医療法人社団 つちだ内科クリニック

香川県坂出市川津町２９８０番地

0877-46-8451

永井循環器内科医院

香川県坂出市川津町２８００番地１

0877-44-1177

医療法人社団吉田内科医院

香川県坂出市元町1丁目３－１８

0877-44-1020

医療法人社団昭龍会 国重まこと医院

香川県坂出市笠指町４－２８

0877-46-5501

医療法人社団くわはら医院

香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１１２－２

0877-49-3200

富士クリニック

香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁５３－１

0877-49-7576

松山医院

香川県綾歌郡宇多津町２０３４－１

0877-49-0706

井上胃腸科肛門科クリニック

香川県綾歌郡宇多津町大字東分４９－７

0877-49-1700

医療法人社団清仁会宇多津病院

香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁６６－1

0877-56-7777

坂出市国民健康保険与島診療所

香川県坂出市与島町１０２

0877-43-0010

坂出市王越診療所

香川県坂出市王越町木沢１２０９－４

0877-42-0103

坂出市立病院

香川県坂出市寿町３－１－２

0877-46-5131

西山生々堂医院

香川県善通寺市中村町４７８－２

0877-62-0173

香川医療生活協同組合善通寺診療所

香川県善通寺市上吉田町６－８－９

0877-62-0311

医療法人社団愛慈胃腸科内科医院

香川県善通寺市上吉田町７－８－９

0877-62-7507

医療法人社団純心会善通寺前田病院

香川県善通寺市中村町８９４－１

0877-63-3131

医療法人社団森医院

香川県善通寺市善通寺町１－７－１８

0877-63-1500

医療法人社団光仁会中島医院

香川県善通寺市善通寺町７－５－６

0877-62-0358

藤沢医院

香川県善通寺市金蔵寺町１２４９－１

0877-62-1873

医療法人社団大杉脳神経外科医院

香川県善通寺市大麻町２０７９－１

0877-63-5566

医療法人社団安藤医院

香川県善通寺市上吉田町２－４－１１

0877-62-0129

吉田医院

香川県善通寺市生野町１０２０

0877-62-1180

医療法人社団あかつき会山下内科医院

香川県善通寺市善通寺町５－６－２８

0877-62-2288

医療法人社団岩野循環器内科医院

香川県善通寺市下吉田町２２９－１

0877-63-7000

医療法人社団にしかわクリニック

香川県善通寺市木徳町１０７３－６

0877-63-6500

医療法人社団行天クリニック

香川県善通寺市生野町１８６０－３

0877-63-6200

医療法人社団田所医院

香川県善通寺市原田町１４０８－２

0877-62-1223

医療法人高樹会 ふじた医院

香川県善通寺市上吉田町４－５－１

0877-62-0555

石原消化器内科クリニック

香川県善通寺市生野町字山端１８５２－１

0877-63-6677

医療法人社団功寿会アイシークリニック

香川県善通寺市原田町１４９４-１

0877-62-0118

医療法人社団幸正会岩本内科医院

香川県善通寺市弘田町４９６－１

0877-62-1075

三宅整形・リハビリクリニック

香川県善通寺市生野町１８５１番地１

0877-63-2010

医療法人ブルースカイ松井病院

香川県観音寺市村黒町７３９

0875-23-2111

日野外科医院

香川県観音寺市柞田町丙１６０２－１

0875-25-1301

医療法人社団寿愛会羽崎病院

香川県観音寺市栄町３－４－１

0875-25-3382

松房医院

香川県観音寺市本大町８１９－２

0875-27-8833

森内科医院

香川県観音寺市八幡町１－５－３３

0875-25-7363

今滝医院

香川県観音寺市粟井町２２９２－１

0875-27-6218

久保田医院

香川県観音寺市粟井町１２９５－１

0875-27-6220

富田内科医院

香川県観音寺市柞田町甲９１５

0875-24-0180

医療法人社団力正会小林整形外科医院

香川県観音寺市柞田町甲６０６－４

0875-25-7311

医療法人社団高室医院

香川県観音寺市高屋町８０３－１

0875-25-8311
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小山医院

香川県観音寺市村黒町１７３

0875-25-2354

医療法人社団素耕会冨士クリニック

香川県観音寺市観音寺町甲３００２

0875-25-3692

医療法人社団国土外科医院

香川県観音寺市古川町２７２

0875-25-0290

医療法人社団博正会辻整形外科医院

香川県観音寺市池之尻町石田１３７

0875-57-1100

医療法人社団細川整形外科医院

香川県観音寺市植田町１８０３

0875-25-4290

医療法人社団浩明会たしろ医院

香川県観音寺市南町５－４－６３

0875-25-8413

医療法人社団みとし会クニタクリニック

香川県観音寺市柞田町甲１８８８－１

0875-25-1577

医療法人社団メディカルクラブ大興和クリニック池田

香川県観音寺市植田町南原１００７－１

0875-23-1500

門脇医院

香川県観音寺市大野原町萩原１２８６

0875-54-2011

医療法人社団石川医院

香川県観音寺市大野原町大野原２１１１－１

0875-54-5511

医療法人社団豊南会香川井下病院

香川県観音寺市大野原町花稲８１８番地１

0875-52-2215

合田循環器内科医院

香川県観音寺市豊浜町姫浜４９３－１

0875-52-5566

医療法人社団業天医院

香川県観音寺市豊浜町姫浜２８０－１２

0875-52-3636

井上泌尿器科医院

香川県観音寺市植田町１０１０番地

0875-23-2166

医療法人社団尚仁会かもだ内科クリニック

香川県観音寺市坂本町７－１０－１０

0875-23-4976

宮崎内科医院

香川県観音寺市観音寺町甲３３９３

0875-25-1280

医療法人社団啓真会 渡辺ハートクリニック内科

香川県観音寺市植田町１０１０シークレストクリニカルモール２F

0875-23-2022

医療法人社団大仁会もりの木おおにしクリニック

香川県観音寺市茂西町１－６－３

0875-25-3291

医療法人社団琴佳会中央クリニック

香川県観音寺市観音寺町甲３１３０－１

0875-25-0755

医療法人讃楡会みとよ内科にれクリニック

香川県観音寺市本大町１７３３－１ 合田不動産ビル１階

0875-25-1117

よねいクリニック

香川県観音寺市豊浜町姫浜７０３

0875-52-3800

医療法人社団健成会 河田医院

香川県観音寺市茂木町５－５－３２

0875-25-3668

医療法人社団やまじ呼吸器内科クリニック

香川県観音寺市大野原町大野原４１１２－１

0875-54-5588

医療法人社団新栄会細川病院

香川県三豊市詫間町松崎１６３９－１

0875-83-2211

医療法人社団愛有会岩崎病院

香川県三豊市詫間町松崎２７８０－４２６

0875-83-6011

大西医院

香川県三豊市山本町大野２８５４－５

0875-63-2081

高井医院

香川県三豊市山本町財田西３７７番地４

0875-63-2041

医療法人社団和風会橋本病院

香川県三豊市山本町財田西９０２－１

0875-63-3311

森川整形外科病院

香川県三豊市高瀬町下勝間１６２３－１

0875-72-5661

医療法人社団池田外科医院

香川県三豊市豊中町笠田笠岡２１３６

0875-62-3151

医療法人社団英迎会そがわ医院

香川県三豊市豊中町下高野１０９１

0875-62-2357

医療法人社団蕗弘会安藤内科医院

香川県三豊市高瀬町上勝間１６５４－１

0875-72-5018

医療法人社団藤川医院

香川県三豊市高瀬町羽方６７２－１

0875-74-7977

医療法人社団佐武会嶋田内科医院

香川県三豊市三野町下高瀬２７８８－２

0875-73-5178

医療法人社団山地外科医院

香川県三豊市三野町下高瀬９２０－１

0875-72-2577

医療法人社団小野医院

香川県三豊市詫間町詫間６８１５－５

0875-83-8181

医療法人喜水会水田医院

香川県三豊市詫間町大浜甲１８８０

0875-84-6217

医療法人社団しのはら医院

香川県三豊市山本町財田西３４８－１

0875-56-7222

医療法人社団みずた内科

香川県三豊市詫間町松崎３０１－３

0875-83-7218

村上医院

香川県三豊市詫間町詫間５４８８

0875-83-2006

医療法人社団昭慈会藤田脳神経外科医院

香川県三豊市高瀬町新名９７１－１

0875-72-1135

医療法人社団おおくら医院

香川県三豊市仁尾町仁尾辛３９－１３

0875-82-3353

みやしたファミリークリニック

香川県三豊市高瀬町下勝間２０１３－２

0875-73-4976

永野内科医院

香川県三豊市高瀬町下麻１３８３－１

0875-74-6018

上枝循環器内科クリニック

香川県三豊市豊中町上高野１９０６－３

0875-23-7010

医療法人社団 今川内科医院

香川県三豊市豊中町笠田竹田２８５番地３

0875-62-2052

かしづかクリニック

香川県三豊市高瀬町下勝間２３２４番地

0875-82-9000

医療法人社団平林医院

香川県三豊市詫間町詫間４１３－１

0875-83-2221

三豊総合病院

香川県観音寺市豊浜町姫浜７０８

0875-52-3366

観音寺市国民健康保険伊吹診療所

香川県観音寺市伊吹町９８６

0875-29-2110

三豊市立永康病院

香川県三豊市詫間町詫間１２９８－２

0875-83-3001
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三豊市立西香川病院

香川県三豊市高瀬町比地中２９８６－３

0875-72-5121

三豊市国民健康保険財田診療所

香川県三豊市財田町財田上２１４１

0875-67-3800

間嶋医院

香川県さぬき市長尾西９５５

0879-52-2007

みろく間嶋医院

香川県さぬき市大川町富田西１２６９－１

0879-43-3511

医療法人社団小田内科医院

香川県さぬき市志度５４１－１

087-894-0305

寒川クリニック

香川県さぬき市長尾名３７番地７

0879-52-1100

医療法人社団米澤整形外科医院

香川県さぬき市志度１９３９－３

087-894-1266

医療法人社団大松内科医院

香川県さぬき市鴨庄３０１３－１

087-895-1256

大石整形外科医院

香川県さぬき市昭和３３２２

0879-52-2107

田中小児科

香川県さぬき市長尾名１０－６

0879-52-0010

まつおか医院

香川県さぬき市長尾東１０３８－１

0879-52-1888

医療法人社団ヘキクリニック

香川県さぬき市志度６２０－１

087-894-1371

医療法人社団陶山医院

香川県さぬき市大川町田面７１－１

0879-43-3008

服部内科医院

香川県さぬき市造田是弘６８８－３

0879-52-2173

医療法人社団溝渕内科循環器クリニック

香川県さぬき市津田町津田１０４８－１

0879-42-1122

中川内科医院

香川県さぬき市志度７９７

087-894-1253

医療法人社団南医院

香川県さぬき市昭和３３４７－１

0879-52-2171

ひもりの里診療所

香川県さぬき市鴨庄４４８１－２

087-890-1055

医療法人社団彰志会志度寺診療所

香川県さぬき市志度１１０２－１

087-894-1991

医療法人社団ありま内科消化器科クリニック

香川県さぬき市志度1900番地7牟礼ビル2階

087-814-2388

医療法人社団 江﨑医院

香川県さぬき市志度８７０－２

087-894-0001

華山ファミリークリニック

香川県さぬき市寒川町神前１５２６－１

0879-23-2555

医療法人社団 春熙堂医院

香川県さぬき市昭和1005-5

0879-52-1323

医療法人社団百寿会 つるわクリニック

香川県さぬき市津田町鶴羽５７０－１

0879-42-0170

はらおか医院

香川県さぬき市志度4625-3

087-814-2200

さぬき市民病院

香川県さぬき市寒川町石田東甲３８７－１

0879-43-2521

さぬき市国民健康保険 津田診療所

香川県さぬき市津田町津田１６７３－１

0879-23-7122

森医院

香川県東かがわ市引田７８６－２

0879-33-3588

三木医院

香川県東かがわ市引田２２７０

0879-33-3034

鎌田医院

香川県東かがわ市湊７０４番地

0879-25-2519

みづいり診療所

香川県東かがわ市湊１８１５－５

0879-25-8865

医療法人社団田村内科医院

香川県東かがわ市三本松３５３

0879-25-2868

奥谷医院

香川県東かがわ市三本松１７００－１

0879-25-4478

医療法人社団山本内科クリニック

香川県東かがわ市松原７９５

0879-24-1133

医療法人社団 桑島内科医院

香川県東かがわ市三本松７５１番地

0879-25-0771

医療法人社団古川医院

香川県東かがわ市馬宿２１６－１

0879-33-7300

医療法人社団聖心会阪本病院

香川県東かがわ市川東１０３－１

0879-25-1121

医療法人社団緑生会近藤内科クリニック

香川県東かがわ市町田６９７－１

0879-26-3331

医療法人社団静楓会みさごクリニック

香川県東かがわ市引田２０２－１

0879-33-3900

医療法人社団仁愛会三好医院

香川県東かがわ市大谷８１３－１

0879-25-3503

医療法人社団雅友愛会太田病院

香川県東かがわ市三本松１７５８

0879-25-2673

医療法人社団 宇田整形外科医院

香川県東かがわ市白鳥９６－１

0879-25-4328

香川県立白鳥病院

香川県東かがわ市松原９６３番地

0879-25-4154

三枝医院

香川県小豆郡土庄町甲４２０

0879-62-0225

医療法人社団外園医院

香川県小豆郡土庄町甲７３０－５

0879-62-0749

医療法人社団池田内科クリニック

香川県小豆郡小豆島町池田１－６

0879-75-1313

医療法人社団大森外科医院

香川県小豆郡土庄淵崎甲２１３７－５

0879-62-0196

医療法人社団もり内科

香川県小豆郡小豆島町西村甲１４６８－１

0879-82-0075

医療法人社団つばき会牟礼病院

香川県小豆郡小豆島町安田甲３３

0879-82-1111

医療法人社団海星みなと診療所

香川県小豆郡土庄町伊喜末８１－３２

0879-61-1071

平井クリニック

香川県小豆郡土庄町字甲１３６０－１０５

0879-62-1701
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内海平井クリニック

香川県小豆郡小豆島町草壁本町６０２－１８

0879-82-2701

小豆島中央病院

香川県小豆郡小豆島町池田2060番地1

0879-75-1121

医療法人社団三木みよし内科医院

香川県木田郡三木町池戸２８３５

087-898-7228

医療法人社団南福萬みぞぶち医院

香川県木田郡三木町大字氷上１３５０－１

087-898-8211

生協みき診療所

香川県木田郡三木町氷上１１２－１

087-891-0303

医療法人社団一真会川人外科内科

香川県木田郡三木町大字井戸５２６－１

087-899-1212

医療法人社団 中島内科クリニック

香川県木田郡三木町大字鹿伏３７３番地１

087-840-2237

医療法人社団きただい医院

香川県木田郡三木町下高岡１４６４番地１２

087-840-2566

医療法人社団讃陽堂 松原病院

香川県木田郡三木町大字池戸３２３２番地１

087-898-0620

医療法人 春風会 樫村病院

香川県木田郡三木町大字平木５６番地７

087-898-1431

中原医院

香川県木田郡三木町下高岡６４１番地１

087-898-0259

高松市民病院塩江分院

香川県高松市塩江町安原上東９９－１

087-893-0031

医療法人 高樹会 三木ふじた医院

香川県木田郡三木町井戸2363-5

087-813-5512

直島町立診療所

香川県香川郡直島町２３１０－１

087-892-2266

医療法人社団たけお会岩佐病院

香川県仲多度郡琴平町榎井７７５

0877-73-3535

医療法人社団慶昭会おおにし病院

香川県仲多度郡琴平町３５０－１０

0877-75-5101

医療法人社団大浦内科消化器科医院

香川県仲多度郡琴平町榎井８５３－２８

0877-75-1600

医療法人社団愛徳会池田内科医院

香川県仲多度郡琴平町７５０

0877-73-2366

医療法人十全会岩﨑医院

香川県仲多度郡琴平町２８３－１

0877-75-5161

医療法人社団山田外科医院

香川県仲多度郡琴平町１６４－１

0877-73-5211

秋山医院

香川県仲多度郡多度津町仲ノ町９－６

0877-32-8326

医療法人社団ひかり会河内病院

香川県仲多度郡多度津町青木１３０－１

0877-33-3113

医療法人社団自生会氏家内科医院

香川県仲多度郡多度津町京町３－１３

0877-32-2635

医療法人社団山本医院

香川県仲多度郡多度津町大通り５－１１

0877-32-2809

加藤整形外科クリニック

香川県仲多度郡多度津町堀江１－５－７

0877-32-8006

医療法人社団昌樹会ウツミ整形外科医院

香川県仲多度郡多度津町道福寺１３２

0877-33-1510

多度津三宅病院

香川県仲多度郡多度津町栄町２－１－３６

0877-32-2047

医療法人社団みどり会加藤病院

香川県仲多度郡多度津町寿町７－３

0877-33-2821

桃陵クリニック

香川県仲多度郡多度津町本通２－３－２８

0877-58-5588

三宅医院

香川県仲多度郡多度津町山階１３８６

0877-32-5310

医療法人社団くるみクリニック

香川県仲多度郡多度津町北鴨２－５－３

0877-58-5050

多度津町国民健康保険佐柳診療所

香川県仲多度郡多度津町佐柳１２９０

0877-35-3401

多度津町国民健康保険高見診療所

香川県仲多度郡多度津町高見１８７５－２５

0877-34-3102

大山内科医院

香川県仲多度郡まんのう町吉野１５７２－１

0877-79-3311

医療法人社団山本ヒフ泌尿器科医院

香川県仲多度郡まんのう町四條１１０５－１

0877-75-3112

医療法人社団小国医院

香川県仲多度郡まんのう町四條７７７

0877-75-2317

医療法人社団相愛会川口医院

香川県仲多度郡まんのう町炭所西１５２８－１

0877-79-0711

医療法人社団篤心会いわさき循環器科内科クリニック

香川県仲多度郡まんのう町東高篠１３７８－１

0877-75-2700

医療法人社団共生会ふかだクリニック

香川県仲多度郡まんのう町四條１７９

0877-73-2211

医療法人社団林泉会 林医院

香川県仲多度郡まんのう町岸上１６３８－３０

0877-75-5125

医療法人 中川医院

香川県仲多度郡まんのう町帆山１２１

0877-77-2330

まんのう町国民健康保険造田診療所

香川県仲多度郡まんのう町造田１９７４－１

0877-85-2318

西クリニック

香川県綾歌郡綾川町畑田６３２－１５

087-877-2221

松本内科胃腸科医院

香川県綾歌郡綾川町畑田６７３

087-877-0520

医療法人社団 桑島医院

香川県綾歌郡綾川町山田上甲１３０７－１

087-878-2005

医療法人社団 有隣会 溝渕クリニック

香川県綾歌郡綾川町滝宮５５５－１

087-876-0056

医療法人 三宅医院

香川県綾歌郡綾川町陶５８９０－５

087-876-0125

医療法人社団 綾羽会 よしだ内科消化器科医院

香川県綾歌郡綾川町小野甲１１４７－７

087-876-5110

綾川クリニック

香川県綾歌郡綾川町陶字中尾４５１１－１

087-876-5151

香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院

香川県綾歌郡綾川町滝宮４８６

087-876-1145

綾川町国民健康保険 綾上診療所

香川県綾歌郡綾川町山田下３３５２－１

087-878-2002
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綾川町国民健康保険 陶病院

香川県綾歌郡綾川町陶１７２０－１

087-876-1185

医療法人社団ひかり会河内病院

香川県仲多度郡多度津町青木130-1

0877-33-3113

社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院

香川県高松市多肥上町1331-1

087-868-1551

綾川町国民健康保険陶病院

香川県綾歌郡綾川町陶1720-1

087-876-1185

公益財団法人香川県総合健診協会

香川県高松市郷東町587－1

087-881-6309

香川医療生活協同組合高松平和病院

香川県高松市栗林町1丁目4-1

087-833-8113

公益財団法人香川県予防医学協会

香川県高松市伏石町2129-2

087-868-5555

医療法人社団昭龍会 国重まこと医院

香川県坂出市笠指町4番28号

0877-46-5501

医療法人社団雅友愛会太田病院

香川県東かがわ市三本松1758番地

0879-25-2673

公益財団法人香川県総合健診協会

香川県高松市郷東町587－1

087-881-6309
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