
医療法人社団翼医院 760-0002 香川県高松市茜町16-12 087-837-5800 ○

八幡前三好医院 760-0005 香川県高松市宮脇町1-31-5 087-834-4800 ○

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

760-0006 香川県高松市亀岡町11-10 087-862-7878 ○

遠藤医院 760-0011 香川県高松市浜ﾉ町58-10 087-821-9300 ○

むらせ内科クリニック 760-0011 香川県高松市浜ﾉ町60-65 087-813-7333 ○

多田医院 760-0013 香川県高松市扇町1-25-48 087-851-2921 ○

田渕医院 760-0013 香川県高松市扇町1-25-25 087-821-3091 ○

医療法人社団慈和会 高松ささき内
科ハートクリニック

760-0013 香川県高松市扇町1-24-5 087-851-6688 ○

ぬもと内科医院 760-0014 香川県高松市昭和町2-14-13 087-861-0465 ○

医療法人社団石田クリニック 760-0017 香川県高松市番町5-1-23 087-835-1289 ○

医療法人財団福生会多田羅内科ク
リニック

760-0017 香川県高松市番町3-3-1 087-861-3730 ○

整形外科吉峰病院 760-0017
香川県高松市番町1丁目4番13番
地

087-851-8775 ○

医療法人社団康生会高松大林病院 760-0017 香川県高松市番町1-10-3 087-862-1231 ○

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

760-0017 香川県高松市番町1-10-16 087-863-4560 ○

医療法人社団とみおか内科クリニッ
ク

760-0017 香川県高松市番町2-6-13 087-825-9121 ○

形見医院 760-0017 香川県高松市番町4-8-25 087-831-5965 ○

五番丁医院 760-0017 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 760-0017 香川県高松市番町5丁目9番10号 087-862-1110 ○

医療法人讃楡会高松にれクリニック 760-0017 香川県高松市番町2丁目10-6 087-851-1117 ○

河西医院 760-0017 香川県高松市番町1-7-11 087-851-2666 ○

医療法人社団幡内科消化器科医院 760-0018 香川県高松市天神前6-18 087-835-3366 ○

サンポート高松クリニック 760-0019
香川県高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ2-1 ﾏﾘﾀｲﾑ
ﾌﾟﾗｻﾞ2階

087-802-3100 ○

よしまつクリニック 760-0021
香川県高松市西の丸町2-17宮脇
書店ﾋﾞﾙ2階

087-811-7333 ○

医療法人社団清仁会玉藻クリニック 760-0023
香川県高松市寿町1-4-3 高松中
央通りﾋﾞﾙ4階

087-811-7021 ○

医療法人高松神経内科クリニック 760-0027
香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺
屋町ﾋﾞﾙ1階

087-873-2228 ○
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医療法人ウェルネスサポート高松紺
屋町クリニック

760-0027 香川県高松市紺屋町5-3 087-802-5880 ○

西風循環器科医院 760-0027 香川県高松市紺屋町3番地12 087-851-0880 ○

筒井皮ふ科医院 760-0028 香川県高松市鍛冶屋町1-6 087-821-6250 ○

医療法人社団豊永会　丸亀町クリ
ニック

760-0029
香川県高松市丸亀町1番地1 丸亀
町壱番街西館3階

087-802-6360 ○

横井クリニック 760-0033
香川県高松市丸の内4-9 丸の内ﾋﾞ
ﾙ2階

087-821-2212 ○

医療法人社団マヤ内科医院 760-0042 香川県高松市大工町1-12 087-821-5230 ○

本多内科医院 760-0043 香川県高松市今新町8番地5 087-821-4916 ○

医療法人社団雙和会クワヤ病院 760-0047 香川県高松市塩屋町1-4 087-851-5208 ○

榊原クリニック 760-0050 香川県高松市亀井町10-10 087-835-0977 ○

医療法人社団弘徳会マオカ病院 760-0052 香川県高松市瓦町1-12-45 087-862-8888 ○

医療法人社団　恵愛会　西川クリ
ニック

760-0052 香川県高松市瓦町一丁目4番地5 087-851-1027 ○

森下内科医院 760-0052 香川県高松市瓦町2-6-1 087-831-5557 ○

原胃腸科医院 760-0054
香川県高松市常磐町1-4 丸新ﾋﾞﾙ
6F

087-861-4433 ○

医療法人社団玄正会磯島クリニック 760-0054
香川県高松市常磐町二丁目3番6
号

087-862-5177 ○

医療法人社団哲樹会真弓内科呼吸
器科医院

760-0062 香川県高松市塩上町2-2-6 087-835-2321 ○

医療法人整愛会整形外科高松厚生
クリニック

760-0062 香川県高松市塩上町8-13 087-831-7562 ○

いしばし内科医院 760-0062 香川県高松市塩上町9番地15 087-831-7487 ○

医療法人社団　隆朗会 やまもと医
院

760-0062 香川県高松市塩上町一丁目4番10 087-837-0707 ○

医療法人社団野田医院 760-0063 香川県高松市多賀町2-9-20 087-831-4275 ○

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

760-0065
香川県高松市朝日町二丁目7番地
23

087-811-5588 ○

医療法人社団　壽弘会 ましま内科・
循環器内科クリニック

760-0065
香川県高松市朝日町2丁目2番7号
L-ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

087-811-1810 ○

佐々木内科クリニック 760-0066 香川県高松市福岡町4-2-1 087-821-1236 ○

医療法人社団　鈴木レディースクリ
ニック

760-0066 香川県高松市福岡町三丁目11-27 087-826-2288 ○

医療法人社団　らく楽会　太田クリ
ニック

760-0066 香川県高松市福岡町2-24-26 087-851-1238 ○

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

760-0066 香川県高松市福岡町四丁目28-30 087-821-8877 ○
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岩部医院 760-0067 香川県高松市松福町2-10-10 087-821-6203 ○

医療法人社団　せとうちクリニック 760-0067 香川県高松市松福町2-10-5 087-811-5577 ○

内科前田医院 760-0068 香川県高松市松島町2-17-15 087-863-5252 ○

高松市医師会健診部 760-0068 香川県高松市松島町1丁目16-20 087-834-2005 ○

医療法人社団松田内科医院 760-0071 香川県高松市藤塚町1-3-21 087-831-4601 ○

医療法人社団小川内科医院 760-0071 香川県高松市藤塚町3-3-12 087-861-9551 ○

医療法人社団内科高橋クリニック 760-0071 香川県高松市藤塚町1-8-17 087-831-7073 ○

医療法人社団　少将井　いがわ医
院

760-0071 香川県高松市藤塚町1-11-1 087-861-4306 ○

独立行政法人地域医療機能推進機
構りつりん病院

760-0073 香川県高松市栗林町3-5-9 087-862-9714 ○

塩見内科医院 760-0075 香川県高松市楠上町1-9-36 087-862-0403 ○

医療法人社団　裕和会　こじまクリ
ニック

760-0075 香川県高松市楠上町2丁目3-15 087-813-1122 ○

医療法人社団和広会伊達病院 760-0076 香川県高松市観光町588-8 087-831-1701 ○

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

760-0076 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

760-0076 香川県高松市観光町538-2 087-831-0280 ○

平野泌尿器科医院 760-0077
香川県高松市上福岡町984-1 北
村ﾋﾞﾙ3F

087-863-6551 ○

しんまるクリニック 760-0077 香川県高松市上福岡町922-1 087-887-7612 ○

医療法人社団わたなべ内科消化器
科医院

760-0078 香川県高松市今里町1-30-21 087-833-6660 ○

医療法人社団田原内科医院 760-0079 香川県高松市松縄町41-5 087-867-1766 ○

医療法人社団研宣会広瀬病院 760-0079 香川県高松市松縄町35-3 087-867-9911 ○

医療法人社団川地クリニック 760-0079 香川県高松市松縄町1117-16 087-815-2110 ○

医療法人社団石川内科胃腸科医院 760-0079 香川県高松市松縄町48-2 087-867-1000 ○

秋山内科医院 760-0080 香川県高松市木太町3485-1 087-861-6339 ○

医療法人社団高畠医院 760-0080 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 760-0080 香川県高松市木太町3238-7 087-835-5011 ○

医療法人社団三恵会木太三宅病院 760-0080 香川県高松市木太町3836-7 087-867-3131 ○
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医療法人社団光樹会水谷内科クリ
ニック

760-0080 香川県高松市木太町3602-1 087-835-5037 ○

のざき内科循環器科クリニック 760-0080 香川県高松市木太町2631-1 087-831-5581 ○

横井内科医院 760-0080 香川県高松市木太町1663-2 087-862-2222 ○

香川医療生活協同組合高松協同病
院

760-0080 香川県高松市木太町4664 087-833-2330 ○

医療法人社団　吉村整形外科醫院 760-0080 香川県高松市木太町5055-4 087-866-6666 ○

医療法人社団重陽会きゅうか内科ク
リニック

760-0080 香川県高松市木太町551番地1 087-869-2200 ○

あまの内科クリニック 760-0080 香川県高松市木太町4326番地1 087-868-3363 ○

やまもと中央クリニック 760-0080 香川県高松市木太町5077番地2 087-802-7500 ○

高松市国民健康保険男木診療所 760-0091 香川県高松市男木町1988 087-873-0003 ○

高松市国民健康保険女木診療所 760-0092 香川県高松市女木町112 087-873-0103 ○

香川医療生活協同組合高松平和病
院

760-8530 香川県高松市栗林町1-4-1 087-833-8113 ○ ○ ○

春日佐々木医院 761-0101 香川県高松市春日町1650-1 087-841-7676 ○

山崎内科呼吸器科医院 761-0101 香川県高松市春日町799-1 087-818-1560 ○

医療法人社団立心会　高松ハートク
リニック

761-0101 香川県高松市春日町148番地1 087-814-5111 ○

医療法人社団　佳友会　タウンクリ
ニック高松東

761-0101 香川県高松市春日町438-1 087-818-0007 ○

医療法人社団啓友会久米川病院 761-0102
香川県高松市新田町字谷北甲
474-3

087-844-3111 ○

医社）誠心会　さとう内科クリニック 761-0102 香川県高松市新田町甲2607-4 087-816-3101 ○

大内胃腸科眼科医院 761-0104 香川県高松市高松町2507-4 087-843-1662 ○

松田胃腸科外科医院 761-0104 香川県高松市高松町3004-2 087-843-3377 ○

医療法人社団海部医院 761-0104 香川県高松市高松町2365 087-843-3666 ○

医療法人社団 東高松クリニック 761-0104 香川県高松市高松町2310-2 087-841-0033 ○

医社）いずみ内科医院 761-0104 香川県高松市高松町1689-4 087-843-1115 ○

医療法人社団英新会　屋島みちクリ
ニック

761-0104 香川県高松市高松町2552番地2 087-844-3933 ○

屋島おおはら内科・消化器内科クリ
ニック

761-0104 香川県高松市高松町2500-5 087-844-8705 ○

印藤内科クリニック 761-0104 香川県高松市高松町3006-7 087-816-1800 ○
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医療法人社団百石病院 761-0113 香川県高松市屋島西町1937-1 087-843-6121 ○

医療法人社団小林内科小児科医院 761-0113 香川県高松市屋島西町2485-6 087-843-3315 ○

医社）はせ川内科循環器科医院 761-0113 香川県高松市屋島西町1736番地 087-841-1555 ○

医療法人社団観照会　 かがみハー
モニークリニック

761-0113 香川県高松市屋島西町2490番地1 087-802-4711 ○

医療法人社団空会　大西内科クリ
ニック

761-0113 香川県高松市屋島西町2490-18 087-818-0765 ○

岩藤内科医院 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼2128-10 087-845-3337 ○

医療法人社団ふくま内科クリニック 761-0121 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

761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼1006-3 087-845-1335 ○

加地医院 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼22-1 087-845-9713 ○

医療法人社団高本内科医院 761-0123 香川県高松市牟礼町原430 087-845-8000 ○

きむら内科呼吸器内科クリニック 761-0123 香川県高松市牟礼町原1192-2 087-802-1580 ○

医療法人社団　庵治整形外科・内
科医院

761-0130 香川県高松市庵治町619番地 087-871-3801 ○

田村内科クリニック 761-0130 香川県高松市庵治町6385-104 087-871-1181 ○

香川県厚生農業協同組合連合会屋
島総合病院

761-0186 香川県高松市屋島西町2105番17 087-841-9141 ○

吉田内科医院 761-0301 香川県高松市林町1971-10 087-867-0777 ○

医療法人社団育林会谷本医院 761-0301 香川県高松市林町1281 087-867-1861 ○

医療法人社団　瀧川整形外科医院 761-0301 香川県高松市林町1583番地1 087-867-2288 ○

医療法人社団　仁和会　辻クリニック 761-0301 香川県高松市林町1501-1 087-867-2662 ○

さわ医院 761-0303 香川県高松市六条町481-1 087-868-5001 ○

医療法人社団ひまわり会はまもと医
院

761-0303 香川県高松市六条町下所795-6 087-864-6666 ○

医療法人社団静正会　 白石心臓血
管クリニック

761-0303 香川県高松市六条町166 087-847-0011 ○

江藤内科クリニック 761-0303 香川県高松市六条町198-1 087-847-6840 ○

安西内科医院 761-0311 香川県高松市元山町1231-13 087-866-4170 ○

河野内科医院 761-0312 香川県高松市東山崎町543-5 087-847-8150 ○

協和医院 761-0312 香川県高松市東山崎町165-8 087-847-6073 ○
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野口内科医院 761-0322
香川県高松市前田東町1213番地
の2

087-847-6555 ○

医療法人社団　木村医院 761-0322 香川県高松市前田東町800-1 087-847-6002 ○

医療法人社団つくし会　 三好外科
胃腸科医院

761-0323 香川県高松市亀田町226番地1 087-847-8888 ○

医療法人ありとも内科クリニック 761-0431 香川県高松市小村町256-13 087-887-4103 ○

医療法人社団恵生会十河診療所 761-0433 香川県高松市十川西町368-1 087-848-1166 ○

医療法人社団三好内科医院 761-0442 香川県高松市川島本町431-5 087-848-2288 ○

医療法人社団　そごうクリニック 761-0442 香川県高松市川島本町298 087-848-1155 ○

四宮医院 761-0445 香川県高松市西植田町1540 087-849-0201 ○

ひがさクリニック 761-0450 香川県高松市三谷町1697-14 087-888-5151 ○

医療法人社団　イズミ医院 761-0450 香川県高松市三谷町90-1 087-840-1777 ○

水尾医院 761-0450 香川県高松市三谷町1161-1 087-899-8620 ○

医療法人社団清澄会ミタニ病院 761-0450 香川県高松市三谷町1680-1 087-864-8778 ○

医療法人社団南福萬みぞぶち医院 761-0612
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 761-0612 香川県木田郡三木町氷上112-1 087-891-0303 ○

医療法人社団　小西医院 761-0612 香川県木田郡三木町氷上221-1 087-898-0157 ○

医療法人社団三木みよし内科医院 761-0701 香川県木田郡三木町池戸2835 087-898-7228 ○

医療法人社団讃陽堂　松原病院 761-0701
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 761-0702
香川県木田郡三木町大字平木56
番地7

087-898-1431 ○

医療法人社団　中島内科クリニック 761-0703
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 761-0704
香川県木田郡三木町下高岡1464
番地12

087-840-2566 ○

中原医院 761-0704
香川県木田郡三木町下高岡641番
地1

087-898-0259 ○

医療法人社団一真会　大幸医療セ
ンター

761-0823
香川県木田郡三木町大字井戸
526-1

087-899-1212 ○

みろく間嶋医院 761-0901
香川県さぬき市大川町富田西
1269-1

0879-43-3511 ○

医療法人社団陶山医院 761-0904 香川県さぬき市大川町田面71-1 0879-43-3008 ○

医社）以和貴会　いわき病院 761-1402
香川県高松市香南町由佐113番地
1

087-879-3533 ○
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医療法人社団　雄翔会　綾田医院 761-1402
香川県高松市香南町由佐210番地
1

087-879-2008 ○

医療法人社団しげなり内科医院 761-1405 香川県高松市香南町池内517-15 087-879-0366 ○

高松市民病院塩江分院 761-1612
香川県高松市塩江町安原上東99-
1

087-893-0031 ○

医療法人社団大嶋整形外科医院 761-1701
香川県高松市香川町大野1092番
地1

087-885-3611 ○

医療法人社団谷本内科医院 761-1701 香川県高松市香川町大野997-3 087-885-8500 ○

医療法人社団健愛会あきやまクリ
ニック

761-1701 香川県高松市香川町大野459-5 087-815-8588 ○

医社）仁樹会　オサカ病院 761-1703 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 761-1703
香川県高松市香川町浅野1035番
地1

087-879-8111 ○

医療法人社団三心会くにしげ内科
小児科医院

761-1703 香川県高松市香川町浅野137-1 087-889-6600 ○

医療法人社団陽洸会内科・消化器
内科　佐々木クリニック

761-1703 香川県高松市香川町浅野1030-1 087-840-5339 ○

松岡医院 761-1706
香川県高松市香川町川東上2032-
6

087-879-2011 ○

おか内科クリニック 761-1706
香川県高松市香川町川東上字大
春田1864-3

087-879-1600 ○

医療法人社団　のむら内科循環器
消化器クリニック

761-1706
香川県高松市香川町川東上字漆
原1802番7

087-816-8088 ○

小谷医院 761-1708 香川県高松市香川町安原下3-162 087-879-7005 ○

西クリニック 761-2101 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 761-2101 香川県綾歌郡綾川町畑田673 087-877-0520 ○

医療法人　三宅医院 761-2103 香川県綾歌郡綾川町陶5890-5 087-876-0125 ○

綾川クリニック 761-2103
香川県綾歌郡綾川町陶字中尾
4511-1

087-876-5151 ○

綾川町国民健康保険　陶病院 761-2103 香川県綾歌郡綾川町陶1720-1 087-876-1185 ○

医療法人社団　桑島医院 761-2203
香川県綾歌郡綾川町山田上甲
1307-1

087-878-2005 ○

綾川町国民健康保険　綾上診療所 761-2204
香川県綾歌郡綾川町山田下3352-
1

087-878-2002 ○

医療法人社団　有隣会　 溝渕クリ
ニック

761-2305 香川県綾歌郡綾川町滝宮555-1 087-876-0056 ○

医療法人社団　綾羽会 よしだ内科
消化器科医院

761-2307
香川県綾歌郡綾川町小野甲1147-
7

087-876-5110 ○

香川県厚生農業協同組合連合会
滝宮総合病院

761-2393 香川県綾歌郡綾川町滝宮486 087-876-2245 ○

医療法人　恵基会　小林医院 761-2402 香川県丸亀市綾歌町岡田下500-1 0877-86-3038 ○
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楠原内科医院 761-2404
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 761-2404
香川県丸亀市綾歌町岡田東2269-
7

0877-86-2340 ○

しげのぶ医院 761-2406 香川県丸亀市綾歌町栗熊東66-6 0877-86-6355 ○

和田内科医院 761-2406 香川県丸亀市綾歌町栗熊東506-1 0877-86-6161 ○

おおくぼ内科医院 761-2407 香川県丸亀市綾歌町富熊1077-1 0877-86-6500 ○

直島町立診療所 761-3110 香川県香川郡直島町2310-1 087-892-2266 ○

平井クリニック 761-4101
香川県小豆郡土庄町字甲1360-
105

0879-62-1701 ○

医療法人社団外園医院 761-4105 香川県小豆郡土庄町甲730-5 0879-62-0749 ○

三枝医院 761-4106 香川県小豆郡土庄町甲420 0879-62-0225 ○

医療法人社団大森外科医院 761-4121 香川県小豆郡土庄淵崎甲2137-5 0879-62-0196 ○

医療法人社団海星みなと診療所 761-4131 香川県小豆郡土庄町伊喜末81-32 0879-61-1071 ○

医療法人社団池田内科クリニック 761-4301 香川県小豆郡小豆島町池田1-6 0879-75-1313 ○

小豆島中央病院 761-4301
香川県小豆郡小豆島町池田2060
番地1

0879-75-1121 ○

医療法人社団つばき会牟礼病院 761-4411 香川県小豆郡小豆島町安田甲33 0879-82-1111 ○

内海平井クリニック 761-4432
香川県小豆郡小豆島町草壁本町
602-18

0879-82-2701 ○

医療法人社団もり内科 761-4434
香川県小豆郡小豆島町西村甲
1468-1

0879-82-0075 ○

医療法人社団　横田外科医院 761-8002 香川県高松市生島町460-1 087-882-7165 ○

医療法人社団はた医院 761-8012 香川県高松市香西本町89 087-881-2262 ○

医療法人社団中空医院 761-8012 香川県高松市香西本町256-1 087-881-1230 ○

医社）勝賀　かつが整形外科クリニッ
ク

761-8012 香川県高松市香西本町114番地10 087-832-8877 ○

医療法人社団なつめ会　美術館診
療所

761-8013 香川県高松市香西東町433-1 087-881-2776 ○

医療法人財団博仁会キナシ大林病
院

761-8024 香川県高松市鬼無町藤井435-1 087-881-3631 ○

医療法人社団西高松脳外科・内科
クリニック

761-8031
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 ○

笠岡腎・透析・泌尿器科クリニック 761-8031 香川県高松市郷東町148-3 087-882-8777 ○

和田内科循環器科医院 761-8032 香川県高松市鶴市町2039-2 087-881-7575 ○
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医療法人社団伸萌会　花房外科医
院

761-8032 香川県高松市鶴市町2026-1 087-881-0066 ○

医療法人　建心会 長尾医院 761-8033 香川県高松市飯田町343-1 087-881-2901 ○

医療法人社団高松脳神経外科・外
科医院

761-8041 香川県高松市檀紙町1593-1 087-886-5588 ○

医療法人社団　牛山クリニック 761-8041 香川県高松市檀紙町68番地1 087-886-0119 ○

医療法人社団博永会香西内科医院 761-8041 香川県高松市檀紙町1531-1 087-886-5510 ○

医療法人社団博翔会高田整形外科
医院

761-8042 香川県高松市御厩町476 087-886-8866 ○

医社）萌光会高塚クリニック整形外
科耳鼻咽喉科

761-8043 香川県高松市中間町川向23-1 087-885-4880 ○

医療法人社団　菅循環器科内科クリ
ニック

761-8043 香川県高松市中間町40番地1 087-885-5100 ○

医療法人社団溝口クリニック 761-8044 香川県高松市円座町1575-3 087-886-0824 ○

那須医院 761-8044 香川県高松市円座町1593 087-885-1406 ○

ツゲ医院 761-8046 香川県高松市川部町1443-1 087-885-1432 ○

医療法人和光会前田病院 761-8054 香川県高松市東ﾊｾﾞ町824 087-865-7111 ○

一般財団法人大西精神衛生研究所
附属大西病院

761-8056 香川県高松市上天神町336 087-866-1792 ○

医療法人社団緑会ザイタックスクリ
ニック

761-8056 香川県高松市上天神町512-1 087-867-1177 ○

医療法人社団藤井外科胃腸科・整
形外科

761-8057 香川県高松市田村町1277 087-867-1222 ○

田井メディカルクリニック 761-8057 香川県高松市田村町332-4 087-866-7311 ○

全人クリニック 761-8058 香川県高松市勅使町62番地4 087-867-1717 ○

医療法人社団おだ整形外科医院 761-8063 香川県高松市花ﾉ宮町2-12-1 087-866-7166 ○

医療法人社団讃志会　　花ノ宮クリ
ニック

761-8063 香川県高松市花ﾉ宮町1丁目5-36 087-816-3555 ○

医社）湯浅クリニック 761-8064
香川県高松市上之町1丁目3番29
号

087-868-9111 ○

医療法人社団荒木内科医院 761-8071 香川県高松市伏石町1316-3 087-867-7041 ○

公益財団法人 香川県予防医学協
会

761-8071 香川県高松市伏石町2129-2 087-868-5555 ○

医社）水明会　とびうめ内科医院 761-8071 香川県高松市伏石町2131-2 087-866-1130 ○

医療法人社団耕彩会三条山下内科
医院

761-8072 香川県高松市三条町504-1 087-867-1201 ○

医療法人社団安原クリニック 761-8072 香川県高松市三条町321-2 087-866-1111 ○
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医療法人社団大橋内科胃腸科 761-8072 香川県高松市三条町109-1 087-866-0084 ○

医療法人弘仁会　三条整形外科ス
ポーツクリニック

761-8072 香川県高松市三条町482-1 087-867-2270 ○

ぶんご内科医院 761-8073 香川県高松市太田下町2463-6 087-869-7117 ○

医療法人社団修美会綾田内科消化
器科クリニック

761-8073 香川県高松市太田下町1872-2 087-864-5111 ○

医療法人社団弘雅会亀井内科呼吸
器科医院

761-8073 香川県高松市太田下町3007-4 087-866-5001 ○

医療法人社団蓮井内科医院 761-8074 香川県高松市太田上町346-5 087-888-1331 ○

あおば内科クリニック 761-8074 香川県高松市太田上町420番地1 087-816-1122 ○

医療法人社団松山内科クリニック 761-8075 香川県高松市多肥下町1501-1 087-867-7778 ○

医療法人社団おはら整形外科クリ
ニック

761-8075 香川県高松市多肥下町1543-1 087-865-2398 ○

ササキメディカルクリニック 761-8075 香川県高松市多肥下町1547-8 087-814-3339 ○

Clinicaみやむら 761-8075 香川県高松市多肥下町527-1 087-868-3860 ○

ふじもり内科・消化器内科クリニック 761-8075 香川県高松市多肥下町482番地 087-813-6114 ○

レインボー通り内科クリニック 761-8075 香川県高松市多肥下町1506-20 087-868-2416 ○

医療法人社団恵生会 生成脳神経ク
リニック

761-8075 香川県高松市多肥下町468番地3 087-813-5511 ○

医療法人かしむら内科医院 761-8076 香川県高松市多肥上町718-1 087-889-7760 ○

医療法人社団　ポラリス　たむら内科 761-8076 香川県高松市多肥上町1461 087-888-3311 ○

みつ内科・ハートクリニック 761-8076
香川県高松市多肥上町1111-1 多
肥ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ･ｲｰｱ2階

087-888-3810 ○

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
香川県済生会病院

761-8076 香川県高松市多肥上町1331-1 087-868-1551 ○

医療法人社団わき外科・内科クリ
ニック

761-8078 香川県高松市仏生山町甲460-8 087-888-5123 ○

医療法人社団仏生山みぞぶち内科
医院

761-8078 香川県高松市仏生山町甲691-1 087-888-1322 ○

仏生山駅前こだまクリニック 761-8078 香川県高松市仏生山町甲816-5 087-814-4262 ○

医療法人社団讃志会さくらの馬場ク
リニック

761-8078
香川県高松市仏生山町甲471番地
5

087-889-3555 ○

医療法人社団泰平会佐藤クリニック 761-8081 香川県高松市成合町726-1 087-885-0105 ○

なりあい医院 761-8081 香川県高松市成合町1357 087-885-7700 ○

大饗内科消化器科医院 761-8081 香川県高松市成合町728番地7 087-885-1233 ○
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医療法人社団赤松内科医院 761-8082 香川県高松市鹿角町271-6 087-866-6667 ○

医療法人社団マツオカ医院 761-8084 香川県高松市一宮町143-5 087-888-2222 ○

医療法人社団高杉会そがべ整形外
科

761-8084 香川県高松市一宮町1125 087-886-2323 ○

寺井山内医院 761-8085 香川県高松市寺井町1053-18 087-886-7888 ○

医療法人社団仁泉会西岡医院 761-8085 香川県高松市寺井町1385-10 087-885-2021 ○

高松市立みんなの病院 761-8538 香川県高松市仏生山町甲847-1 087-813-7171 ○

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

762-0005 香川県坂出市横津町3-2-31 0877-45-2311 ○

社会医療法人大樹会 総合病院回
生病院

762-0007 香川県坂出市室町3-5-28 0877-46-1011 ○

医療法人社団 まえだ整形外科外科
医院

762-0007 香川県坂出市室町3-1-13 0877-46-5056 ○

北條クリニック 762-0011 香川県坂出市江尻町716 0877-46-2201 ○

まつむら内科クリニック 762-0011 香川県坂出市江尻町1577-1 0877-44-1133 ○

医療法人社団愛生会上里医院 762-0011 香川県坂出市江尻町836-5 0877-45-8111 ○

つざき内科クリニック 762-0012 香川県坂出市林田町3348-2 0877-47-0130 ○

なかの循環器内科クリニック 762-0012 香川県坂出市林田町875-5 0877-85-9200 ○

坂出市王越診療所 762-0014 香川県坂出市王越町木沢1209-4 0877-42-0103 ○

福家内科クリニック 762-0022 香川県坂出市加茂町甲655-3 0877-48-0331 ○

医療法人社団五色会 こころの医療
センター五色台

762-0023 香川県坂出市加茂町963 0877-48-2700 ○

医社）西山脳神経外科病院 762-0023 香川県坂出市加茂町593番地1 0877-48-3366 ○

医療法人社団赤心会赤沢病院 762-0024 香川県坂出市府中町325 0877-48-3200 ○

医療法人社団 伊藤内科消化器科ク
リニック

762-0025 香川県坂出市川津町66-1 0877-44-1930 ○

医療法人社団　秀和会 かじはらペ
インクリニック

762-0025 香川県坂出市川津町2785-1 0877-45-1101 ○

医療法人社団　永井整形外科医院 762-0025 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

762-0025 香川県坂出市川津町2980番地 0877-46-8451 ○

医療法人正心会 永井循環器内科
医院

762-0025 香川県坂出市川津町2800番地1 0877-44-1177 ○

医療法人社団　佐藤医院 762-0032
香川県坂出市駒止町2丁目1番38
号

0877-46-3387 ○
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医療法人　然 みのりクリニック 762-0032
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 ○

坂出聖マルチン病院 762-0033 香川県坂出市谷町1-4-13 0877-46-5195 ○

医療法人社団昭龍会　 国重まこと
医院

762-0038 香川県坂出市笠指町4-28 0877-46-5501 ○ ○ ○

医療法人社団博朋会 番の州ハピネ
スクリニック

762-0041 香川県坂出市八幡町3-2-20 0877-44-5566 ○

医療法人社団響会 林内科呼吸器
科医院

762-0042 香川県坂出市白金町3-6-11 0877-46-5302 ○

淡河医院 762-0043 香川県坂出市寿町3丁目3番15号 0877-46-3937 ○

髙尾医院 762-0045 香川県坂出市元町1-10-5 0877-46-5111 ○

医療法人社団吉田内科医院 762-0045 香川県坂出市元町1丁目3-18 0877-44-1020 ○

医療法人社団小林内科胃腸科医院 762-0046 香川県坂出市富士見町1-10-10 0877-45-9595 ○

医療法人社団三木内科胃腸科医院 762-0057 香川県坂出市宮下町1-26 0877-46-3658 ○

坂出市国民健康保険与島診療所 762-0071 香川県坂出市与島町102 0877-43-0010 ○

医療法人社団 大西内科循環器科
医院

762-0082 香川県丸亀市飯山町川原1083-6 0877-98-2455 ○

医療法人社団　杢保小児科医院 762-0082 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 762-0082 香川県丸亀市飯山町川原227-1 0877-98-7007 ○

医療法人社団　健粋会　吉馴医院 762-0083 香川県丸亀市飯山町下法軍寺858 0877-98-2012 ○

医療法人社団　悠心会　 平川クリ
ニック

762-0087 香川県丸亀市飯山町西坂元705-1 0877-98-0710 ○

坂出市立病院 762-8550 香川県坂出市寿町3-1-2 0877-46-5131 ○

医療法人社団更新会　丸亀林病院 763-0001 香川県丸亀市風袋町177-1 0877-22-8181 ○

石川整形外科クリニック 763-0003 香川県丸亀市葭町33-1 0877-23-8100 ○

医療法人仁寿会　吉田病院 763-0007 香川県丸亀市宗古町5 0877-22-8101 ○

医療法人社団　石田医院 763-0012 香川県丸亀市土居町2-8-8 0877-22-4857 ○

独）労働者健康安全機構　 香川労
災病院

763-0013 香川県丸亀市城東町3-3-1 0877-23-3111 ○

医療法人社団　杏和会 おおにし整
形外科 スポーツクリニック

763-0014 香川県丸亀市御供所町2-1-1 0877-22-5627 ○

医療法人社団清風会　中山病院 763-0032 香川県丸亀市城西町二丁目1-3 0877-23-0231 ○

須崎内科医院 763-0032 香川県丸亀市城西町1-4-3 0877-23-1030 ○
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中山クリニック 763-0032 香川県丸亀市城西町2-3-17 0877-24-3000 ○

医療法人社団　岐山会　 篠原記念
病院

763-0033 香川県丸亀市中府町5-12-11 0877-23-2205 ○

医療法人社団　葆光会　 広瀬整形
外科医院

763-0033 香川県丸亀市中府町1-5-40 0877-23-1641 ○

一般社団法人サンテ・ペアーレ
サンテ・ペアーレクリニック

763-0034 香川県丸亀市大手町三丁目3番21 0877-23-8700 ○

医療法人社団厚仁会厚仁病院 763-0043 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

763-0044 香川県丸亀市福島町131 0877-22-5496 ○

医療法人社団丸亀おのクリニック 763-0045 香川県丸亀市新町2-13 0877-22-3902 ○

医療法人社団田村クリニック 763-0048 香川県丸亀市幸町1-5-5 0877-22-8391 ○

人工透析センター　宮野病院 763-0051 香川県丸亀市今津町19番地1 0877-22-3171 ○

医療法人社団中和会西紋病院 763-0052 香川県丸亀市津森町595 0877-22-5205 ○

にししょう小児科・内科医院 763-0052 香川県丸亀市津森町239-36 0877-21-1515 ○

津森クリニック 763-0052 香川県丸亀市津森町1109-4 0877-21-1212 ○

小山クリニック 763-0053 香川県丸亀市金倉町391番地3 0877-58-4976 ○

医療法人社団笠井外科胃腸科医院 763-0055 香川県丸亀市新田町19-1 0877-23-4666 ○

辻松外科内科医院 763-0064 香川県丸亀市前塩屋町1-12-24 0877-22-6718 ○

医療法人社団　 川井整形外科クリ
ニック

763-0066 香川県丸亀市天満町1-12-12 0877-23-4010 ○

医療法人社団 おおつか内科医院 763-0072 香川県丸亀市山北町451-1 0877-22-3667 ○

医療法人社団岸本医院 763-0073 香川県丸亀市柞原町487 0877-22-5629 ○

医療法人社団仁慶会　 はやしクリ
ニック

763-0073 香川県丸亀市柞原町633番地1 0877-23-5115 ○

医療法人一貴会 こうの内科クリニッ
ク

763-0081 香川県丸亀市土器町西4-244 0877-23-1119 ○

医療法人社団 曽根クリニック 763-0081 香川県丸亀市土器町西7-222-5 0877-21-1711 ○

医社）誠和会　中野外科胃腸科医
院

763-0082
香川県丸亀市土器町東三丁目617
番地

0877-25-2525 ○

さとこ整形外科 三浦内科みちこ小児
科クリニック

763-0082 香川県丸亀市土器町東7丁目886 0877-22-7311 ○

医療法人社団三谷医院 763-0084 香川県丸亀市飯野町東二1396-1 0877-22-4719 ○

医療法人社団　まつむら医院 763-0091 香川県丸亀市川西町北507-1 0877-28-7312 ○
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医社）丸亀博愛会 ふたご山クリニッ
ク

763-0091 香川県丸亀市川西町北1360番地1 0877-24-8000 ○

医療法人社団里仁会 瀬戸内クリ
ニック

763-0091 香川県丸亀市川西町北188-1 0877-28-1511 ○

医社）柴田整形外科クリニック 763-0092 香川県丸亀市川西町南422-10 0877-28-2700 ○

医療法人社団良亜会 アイファミリー
クリニック

763-0092 香川県丸亀市川西町南826 0877-28-1333 ○

香川クリニック 763-0093 香川県丸亀市天満町2-3-8 0877-22-2311 ○

医療法人社団健仁会岩本病院 763-0093 香川県丸亀市郡家町2486-5 0877-28-6311 ○

医療法人社団秀聡会　 こはし内科・
腎クリニック

763-0093 香川県丸亀市郡家町244番地1 0877-58-6110 ○

医療法人社団　まつねクリニック 763-0094 香川県丸亀市三条町1256-1 0877-58-0511 ○

医療法人社団　今田医院 763-0095 香川県丸亀市垂水町1342 0877-28-7526 ○

丸亀市国民健康保険広島診療所 763-0105 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 763-0223 香川県丸亀市本島町泊494 0877-27-3111 ○

医療法人社団　重仁　 まるがめ医
療センター

763-8507 香川県丸亀市津森町219番地 0877-24-8300 ○

秋山医院 764-0004
香川県仲多度郡多度津町仲ﾉ町9-
6

0877-32-8326 ○

医療法人社団山本医院 764-0005
香川県仲多度郡多度津町大通り5-
11

0877-32-2809 ○

多度津三宅病院 764-0011
香川県仲多度郡多度津町栄町2-
1-36

0877-32-2047 ○

医療法人社団自生会氏家内科医院 764-0013
香川県仲多度郡多度津町京町3-
13

0877-32-2635 ○

大麻学園附属桃陵クリニック 764-0014
香川県仲多度郡多度津町本通二
丁目3番28号

0877-58-5588 ○

加藤整形外科クリニック 764-0021
香川県仲多度郡多度津町堀江1-
5-7

0877-32-8006 ○

医療法人社団くるみクリニック 764-0022
香川県仲多度郡多度津町北鴨2-
5-3

0877-58-5050 ○

医療法人社団みどり会加藤病院 764-0025 香川県仲多度郡多度津町寿町7-3 0877-33-2821 ○

医療法人社団昌樹会 ウツミ整形外
科医院

764-0027
香川県仲多度郡多度津町道福寺
132

0877-33-1510 ○

Ｂａｓｅ６５ｃｌｉｎｉｃ 764-0031 香川県仲多度郡多度津町庄874-1 0877-35-9282 ○

医療法人社団ひかり会河内病院 764-0033
香川県仲多度郡多度津町青木
130-1

0877-33-3113 ○

三宅医院 764-0034
香川県仲多度郡多度津町山階
1386

0877-32-5310 ○

多度津町国民健康保険佐柳診療所 764-0040
香川県仲多度郡多度津町佐柳
1290

0877-35-3401 ○
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多度津町国民健康保険高見診療所 764-0050
香川県仲多度郡多度津町高見
1875-25

0877-34-3102 ○

医療法人社団森医院 765-0003 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 765-0003 香川県善通寺市善通寺町7-5-6 0877-62-0358 ○

医療法人社団あかつき会 山下内科
医院

765-0003 香川県善通寺市善通寺町5-6-28 0877-62-2288 ○

香川医療生活協同組合善通寺診療
所

765-0011 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 765-0011 香川県善通寺市上吉田町7-8-9 0877-62-7507 ○

医療法人社団安藤医院 765-0011 香川県善通寺市上吉田町2-4-11 0877-62-0129 ○

医療法人高樹会　ふじた医院 765-0011 香川県善通寺市上吉田町4-5-1 0877-62-0555 ○

医療法人社団岩野循環器内科医院 765-0021 香川県善通寺市下吉田町229-1 0877-63-7000 ○

藤沢医院 765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町1249-1 0877-62-1873 ○

医療法人社団田所医院 765-0032 香川県善通寺市原田町1408-2 0877-62-1223 ○

医療法人社団功寿会 アイシークリ
ニック

765-0032 香川県善通寺市原田町1494-1 0877-62-0118 ○

医療法人社団大杉脳神経外科医院 765-0052 香川県善通寺市大麻町2079-1 0877-63-5566 ○

吉田医院 765-0053 香川県善通寺市生野町1020 0877-62-1180 ○

医療法人社団行天クリニック 765-0053 香川県善通寺市生野町1860-3 0877-63-6200 ○

石原消化器内科クリニック 765-0053
香川県善通寺市生野町字山端
1852-1

0877-63-6677 ○

三宅整形・リハビリクリニック 765-0053 香川県善通寺市生野町1851番地1 0877-63-2010 ○

医療法人社団幸正会岩本内科医院 765-0071 香川県善通寺市弘田町496-1 0877-62-1075 ○

西山生々堂医院 765-0073 香川県善通寺市中村町478-2 0877-62-0173 ○

医療法人社団純心会善通寺前田病
院

765-0073 香川県善通寺市中村町894-1 0877-63-3131 ○

医療法人社団愛徳会池田内科医院 766-0001 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 766-0002 香川県仲多度郡琴平町283-1 0877-75-5161 ○

医療法人社団たけお会岩佐病院 766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井775 0877-73-3535 ○

医療法人社団大浦内科消化器科医
院

766-0004
香川県仲多度郡琴平町榎井853-
28

0877-75-1600 ○

医療法人社団篤心会 いわさき循環
器科内科クリニック

766-0013
香川県仲多度郡まんのう町東高篠
1378-1

0877-75-2700 ○
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医療法人社団相愛会川口医院 766-0017
香川県仲多度郡まんのう町炭所西
1528-1

0877-79-0711 ○

医療法人社団山本ヒフ泌尿器科医
院

766-0021
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 766-0021
香川県仲多度郡まんのう町四條
777

0877-75-2317 ○

医療法人社団共生会 ふかだクリ
ニック

766-0021
香川県仲多度郡まんのう町四條
179

0877-73-2211 ○

大山内科医院 766-0023
香川県仲多度郡まんのう町吉野
1572-1

0877-79-3311 ○

医療法人社団林泉会　林医院 766-0026
香川県仲多度郡まんのう町岸上
1638-30

0877-75-5125 ○

まんのう町国民健康保険造田診療
所

766-0201
香川県仲多度郡まんのう町造田
1974-1

0877-85-2318 ○

医療法人社団昭慈会 藤田脳神経
外科医院

767-0002 香川県三豊市高瀬町新名971-1 0875-72-1135 ○ ○ ○

森川整形外科病院 767-0011
香川県三豊市高瀬町下勝間1623-
1

0875-72-5661 ○

かしづかクリニック 767-0011
香川県三豊市高瀬町下勝間2324
番地

0875-82-9000 ○

医療法人社団蕗弘会安藤内科医院 767-0012
香川県三豊市高瀬町上勝間1654-
1

0875-72-5018 ○

永野内科医院 767-0013 香川県三豊市高瀬町下麻1383-1 0875-74-6018 ○

医療法人社団藤川医院 767-0022 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 767-0032
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 767-0032 香川県三豊市三野町下高瀬920-1 0875-72-2577 ○

医療法人社団高室医院 768-0002 香川県観音寺市高屋町803-1 0875-25-8311 ○ ○ ○

医療法人社団細川整形外科医院 768-0012 香川県観音寺市植田町1803 0875-25-4290 ○

医療法人社団 メディカルクラブ大興
和 クリニック池田

768-0012
香川県観音寺市植田町南原1007-
1

0875-23-1500 ○ ○ ○

医療法人社団啓真会　 渡辺ハート
クリニック内科

768-0012
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 ○

医療法人ブルースカイ 松井病院 768-0013 香川県観音寺市村黒町739 0875-23-2111 ○

小山医院 768-0013 香川県観音寺市村黒町173 0875-25-2354 ○

医療法人讃楡会 みとよ内科にれクリ
ニック

768-0022
香川県観音寺市本大町1733-1 合
田不動産ﾋﾞﾙ1階

0875-25-1117 ○ ○ ○

医療法人社団国土外科医院 768-0023 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

768-0031 香川県観音寺市池之尻町石田137 0875-57-1100 ○

日野外科医院 768-0040 香川県観音寺市柞田町丙1602-1 0875-25-1301 ○
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富田内科医院 768-0040 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

768-0040 香川県観音寺市柞田町甲606-4 0875-25-7311 ○

医療法人社団みとし会 クニタクリ
ニック

768-0040 香川県観音寺市柞田町甲1888-1 0875-25-1577 ○

今滝医院 768-0052 香川県観音寺市粟井町2292-1 0875-27-6218 ○

久保田医院 768-0052 香川県観音寺市粟井町1295-1 0875-27-6220 ○

医療法人社団寿愛会羽崎病院 768-0060 香川県観音寺市栄町3-4-1 0875-25-3382 ○

医療法人社団素耕会冨士クリニック 768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲3002 0875-25-3692 ○

宮崎内科医院 768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲3393 0875-25-1280 ○

医療法人社団琴佳会 中央クリニック 768-0060
香川県観音寺市観音寺町甲3130-
1

0875-25-0755 ○ ○ ○

森内科医院 768-0061 香川県観音寺市八幡町1-5-33 0875-25-7363 ○

医療法人社団尚仁会 かもだ内科ク
リニック

768-0067 香川県観音寺市坂本町7-10-10 0875-23-4976 ○

医療法人社団健成会　河田医院 768-0069 香川県観音寺市茂木町5-5-32 0875-25-3668 ○ ○

医療法人社団浩明会たしろ医院 768-0070 香川県観音寺市南町5-4-63 0875-25-8413 ○

観音寺市国民健康保険伊吹診療所 768-0071 香川県観音寺市伊吹町986 0875-29-2110 ○

医療法人社団大仁会 もりの木おお
にしクリニック

768-0073 香川県観音寺市茂西町1-6-3 0875-25-3291 ○

大西医院 768-0102 香川県三豊市山本町大野2854-5 0875-63-2081 ○

高井医院 768-0103
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 768-0103 香川県三豊市山本町財田西902-1 0875-63-3311 ○

医療法人社団しのはら医院 768-0103 香川県三豊市山本町財田西348-1 0875-56-7222 ○

医療法人社団　山田医院 769-0101 香川県高松市国分寺町新居3388 087-874-0040 ○

タカオ整形外科医院 769-0101
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 769-0101 香川県高松市国分寺町新居469-6 087-874-0003 ○

医療法人社団準星会　山下医院 769-0102
香川県高松市国分寺町国分2155-
3

087-874-0077 ○

医療法人社団こくぶりた こくぶ脳外
科・内科クリニック

769-0103
香川県高松市国分寺町福家甲
3812-1

087-875-2255 ○

安田内科 769-0103
香川県高松市国分寺町福家甲
3091-4

087-875-2525 ○
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白井内科医院 769-0104
香川県高松市国分寺町新名440-
23

087-874-3711 ○

医療法人社団　有史会　高畠病院 769-0104 香川県高松市国分寺町新名500-1 087-874-3131 ○

富士クリニック 769-0205
香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁
53-1

0877-49-7576 ○

医療法人社団清仁会宇多津病院 769-0205
香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁
66-1

0877-56-7777 ○

医療法人社団くわはら医院 769-0208
香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁
112-2

0877-49-3200 ○

はしもとレディースクリニック 769-0209
香川県綾歌郡宇多津町浜九番丁
141番地1

0877-35-8600 ○

松山医院 769-0210 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 769-0213
香川県綾歌郡宇多津町大字東分
49-7

0877-49-1700 ○

医療法人中川医院 769-0314
香川県仲多度郡まんのう町帆山
121

0877-77-2330 ○

三豊市国民健康保険財田診療所 769-0401 香川県三豊市財田町財田上2141 0875-67-3800 ○

医療法人社団小野医院 769-1101 香川県三豊市詫間町詫間6815-5 0875-83-8181 ○

村上医院 769-1101 香川県三豊市詫間町詫間5488 0875-83-2006 ○

医療法人社団平林医院 769-1101 香川県三豊市詫間町詫間413-1 0875-83-2221 ○

三豊市立みとよ市民病院 769-1101
香川県三豊市詫間町詫間6784番
地206

0875-83-3001 ○

医療法人社団新栄会細川病院 769-1102 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 769-1102
香川県三豊市詫間町松崎2780-
426

0875-83-6011 ○

医療法人社団みずた内科 769-1102 香川県三豊市詫間町松崎301-3 0875-83-7218 ○

医療法人喜水会水田医院 769-1104 香川県三豊市詫間町大浜甲1880 0875-84-6217 ○

医療法人社団おおくら医院 769-1406 香川県三豊市仁尾町仁尾辛39-13 0875-82-3353 ○

医療法人社団池田外科医院 769-1502
香川県三豊市豊中町笠田笠岡
2136

0875-62-3151 ○

医療法人社団　今川内科医院 769-1503
香川県三豊市豊中町笠田竹田285
番地3

0875-62-2052 ○

上枝循環器内科クリニック 769-1504
香川県三豊市豊中町上高野1906-
3

0875-23-7010 ○

医療法人社団英迎会そがわ医院 769-1508 香川県三豊市豊中町下高野1091 0875-62-2357 ○

合田循環器内科医院 769-1601 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 769-1601
香川県観音寺市豊浜町姫浜280-
12

0875-52-3636 ○
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よねいクリニック 769-1601 香川県観音寺市豊浜町姫浜703 0875-52-3800 ○

医療法人社団石川医院 769-1611
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 やまじ呼吸器内科ク
リニック

769-1611
香川県観音寺市大野原町大野原
4112-1

0875-54-5588 ○

医療法人社団豊南会香川井下病院 769-1613
香川県観音寺市大野原町花稲818
番地1

0875-52-2215 ○ ○ ○

門脇医院 769-1614
香川県観音寺市大野原町萩原
1286

0875-54-2011 ○ ○ ○

三豊総合病院 769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜708 0875-52-3366 ○ ○ ○

医療法人社団小田内科医院 769-2101 香川県さぬき市志度541-1 087-894-0305 ○

医療法人社団米澤整形外科医院 769-2101 香川県さぬき市志度1939-3 087-894-1266 ○

医療法人社団ヘキクリニック 769-2101 香川県さぬき市志度620-1 087-894-1371 ○

はらおか医院内科・循環器内科 769-2101 香川県さぬき市志度4450番地3 087-814-2200 ○

中川内科医院 769-2101 香川県さぬき市志度797 087-894-1253 ○

医療法人社団彰志会志度寺診療所 769-2101 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

769-2101
香川県さぬき市志度1900番地7牟
礼ﾋﾞﾙ2階

087-814-2388 ○

医療法人社団　江﨑医院 769-2101 香川県さぬき市志度870-2 087-894-0001 ○

医療法人社団　健愛会　 志度あき
やまクリニック

769-2101 香川県さぬき市志度2351-1 087-813-8012 ○

ひもりの里診療所 769-2102 香川県さぬき市鴨庄4481-2 087-890-1055 ○

まつおか医院 769-2301 香川県さぬき市長尾東1038-1 0879-52-1888 ○

間嶋医院 769-2302 香川県さぬき市長尾西955 0879-52-2007 ○

寒川クリニック 769-2303 香川県さぬき市長尾名37番地7 0879-52-1100 ○

田中小児科 769-2303 香川県さぬき市長尾名10-6 0879-52-0010 ○

大石整形外科医院 769-2304 香川県さぬき市昭和3322 0879-52-2107 ○

医療法人社団南医院 769-2304 香川県さぬき市昭和3347-1 0879-52-2171 ○

医療法人社団　春熙堂医院 769-2304 香川県さぬき市昭和1005-5 0879-52-1323 ○

さぬき市国民健康保険　多和診療
所

769-2306
香川県さぬき市多和助光東29番地
4

0879-56-2019 ○

服部内科医院 769-2312 香川県さぬき市造田是弘688-3 0879-52-2173 ○
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華山ファミリークリニック 769-2323 香川県さぬき市寒川町神前1526-1 0879-23-2555 ○

さぬき市民病院 769-2393
香川県さぬき市寒川町石田東甲
387-1

0879-43-2521 ○

医療法人社団 溝渕内科循環器クリ
ニック

769-2401 香川県さぬき市津田町津田1048-1 0879-42-1122 ○

医療法人社団　百寿会　 つるわクリ
ニック

769-2401
香川県さぬき市津田町津田248番
地

0879-42-0170 ○

さぬき市国民健康保険　津田診療
所

769-2401 香川県さぬき市津田町津田1673-1 0879-23-7122 ○

医療法人社団仁愛会三好医院 769-2513 香川県東かがわ市大谷813-1 0879-25-3503 ○

医療法人社団緑生会 近藤内科クリ
ニック

769-2515 香川県東かがわ市町田697-1 0879-26-3331 ○

医療法人社団田村内科医院 769-2601 香川県東かがわ市三本松353 0879-25-2868 ○

奥谷医院 769-2601 香川県東かがわ市三本松1700-1 0879-25-4478 ○

医療法人社団　桑島内科医院 769-2601 香川県東かがわ市三本松751番地 0879-25-0771 ○

医療法人社団雅友愛会 太田病院 769-2601 香川県東かがわ市三本松1758 0879-25-2673 ○

医療法人社団聖心会阪本病院 769-2602 香川県東かがわ市川東103-1 0879-25-1121 ○

鎌田医院 769-2701 香川県東かがわ市湊704番地 0879-25-2519 ○

みづいり診療所 769-2701 香川県東かがわ市湊1815-5 0879-25-8865 ○

医療法人社団山本内科クリニック 769-2702 香川県東かがわ市松原795 0879-24-1133 ○

医療法人社団　宇田整形外科医院 769-2705 香川県東かがわ市白鳥96-1 0879-25-4328 ○

香川県立白鳥病院 769-2788 香川県東かがわ市松原963番地 0879-25-4154 ○

三木医院 769-2901 香川県東かがわ市引田2270 0879-33-3034 ○

医療法人社団静楓会 みさごクリニッ
ク

769-2901 香川県東かがわ市引田202-1 0879-33-3900 ○

医療法人社団古川医院 769-2902 香川県東かがわ市馬宿216-1 0879-33-7300 ○
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