
精密検査実施機関（H２８年度登録：胃がん）

平成２８年１２月８日現在

圏域 市町村 医療機関名 代表者氏名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 予約 留意事項

1 松江 松江市 おむら内科クリニック 小村秀史 690-0012 松江市古志原5丁目4-8 0852-31-5588 0852-31-0550 要

2 松江 松江市 玉造病院 三河義弘 699-0202 松江市玉湯町湯町1-2 0852-62-1560 0852-62-2546 要

3 松江 松江市 小林医院 小林幹久 690-0056 松江市雑賀町264-3 0852-21-3407 0852-21-8006 要

4 松江 松江市 ほしの内科・胃腸科クリニック 星野潮 690-0017 松江市西津田5丁目21-15 0852-20-1333 0852-20-1334 要 お薬手帳を持参して下さい。

5 松江 松江市 しみず内科クリニック 清水知己 690-0862 松江市比津が丘2-2-14 0852-22-8558 0852-22-8560 要 電話でお問い合わせください

6 松江 松江市 医療法人　佐々木医院 佐々木成一郎 690-1312 松江市美保関町森山726-11 0852-72-2522 0852-72-2985 要

7 松江 松江市 鈴木内科医院 鈴木重道 690-0823 松江市西川津町1198-5 0852-22-2123 0852-22-2123 要

8 松江 松江市 板倉胃腸科クリニック 板倉滋 690-0887 松江市殿町383山陰中央ビル5F0852-59-2130 0852-59-2131 不要

9 松江 松江市 あさひまちクリニック 小林淳子 690-0003 松江市朝日町476-7　２F 0852-61-3006 0852-61-3007 要 事前に電話にて予約

10 松江 松江市 中西医院 中西昭文 690-0033 松江市大庭町1381-2 0852-22-8611 0852-22-8615 要

11 松江 松江市 医療法人公仁会　鹿島病院 清水　保孝 690-0803 松江市鹿島町名分243-1 0852-82-2627 0852-82-9221 要

12 松江 松江市 医療法人社団　泉胃腸科医院 泉　明夫 690-0876 松江市黒田町94-9 0852-27-4976 0852-27-0183 要

13 松江 松江市 医療法人　奥村医院 奥村剛清 699-0202 松江市玉湯町湯町956 0852-62-0418 0852-62-0163 要
経鼻内視鏡はありません。
持病や服薬などがあれば、可能な限り事前に知
らせてください。

14 松江 松江市 堀内科胃腸科医院 堀浩太郎 690-0002 松江市大正町445-2 0852-22-1818 0852-22-1728 要 電話予約可

15 松江 松江市 たまゆ内科クリニック 越野健司 690-0202 松江市玉湯町湯町825-1 0852-62-0133 0852-62-0223 要 経鼻内視鏡あり

16 松江 松江市 つきざわ内科医院 築澤正倫 690-0017 松江市西津田10丁目17-20-11 0852-21-8180 0852-21-3633 不要

17 松江 松江市 松江市国民健康保険来待診療所 山田顕士 699-0405 松江市宍道町上来待213-1 0852-66-0002 0852-66-9051 要

18 松江 松江市 津田小学校前よしの医院 吉野生李三 690-0011 松江市東津田町1195-3 0852-22-1133 0852-28-3228 要

19 松江 松江市 松江市立病院 紀川純三 690-8509 松江市乃白町32-1 0852-60-8000 0852-60-8010 要
事前の電話予約が必要。一次検査の結果が分
かるものを持参

20 松江 松江市 片山内科胃腸科医院 片山耕作 690-0015 松江市上乃木4-20-26 0852-26-5511 0852-26-5532 要 電話予約可

21 松江 松江市 松江赤十字病院 秦公平 690-8506 松江市母衣町200番 0852-24-2111 0852-31-9783 要
事前の電話予約が必要。一次検査の結果がわ
かる資料を持参

22 松江 松江市 医療法人　福間内科医院 福間安彦 690-0056 松江市雑賀町45 0852-21-3727 0852-21-4008 要

23 松江 松江市 医療法人社団創健会　松江記念病院 内藤篤 690-0015 松江市上乃木3-4-1 0852-27-8111 0852-27-8119 要

24 松江 松江市 医療法人　若槻内科医院 若槻豊 690-0031 松江市山代町480-5 0852-27-3111 0852-27-3199 要
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25 松江 松江市 いんべ杉谷内科小児科医院 杉谷美代子 690-0036 松江市東忌部町83-22 0852-33-2800 0852-33-2880 要 電話で事前にお問い合わせお願いします

26 松江 松江市 田中医院 田中三雄 699-0401 松江市宍道町宍道1344-8 0852-66-0022 0852-66-0081 要 絶食で午前中に受診のこと

27 松江 松江市 医療法人　佐藤内科医院 佐藤充男 690-0064 松江市天神町15 0852-21-2425 0852-31-3170 要
基本的に午前中のみ検査実施
木・土曜日は検査不可

28 松江 松江市 学園クリニック 山根雅史 690-0825 松江市学園1丁目9-21 0852-55-6386 0852-55-6371 要

29 松江 松江市 内田クリニック 内田昭弘 690-0044 松江市浜乃木2-6-13 0852-55-2880 0852-55-2890 要 内科　0852-59-5880　FAX 0852-59-5890

30 松江 松江市 湯原内科医院 湯原紀二 690-0848 松江市苧町９ 0852-25-3508 0852-21-3785 不要

31 松江 松江市 門脇内科胃腸科医院 門脇泰ｋ 690-0056 松江市雑賀町２０５ 0852-21-2695 0852-67-3566 要 経鼻内視鏡のみ

32 松江 松江市 幡医院 幡城太郎 690-0847 松江市片原町８７ 0852-21-3376 0852-23-7283 要 経鼻内視鏡

33 松江 松江市 信太内科医院 信太秀夫 690-0887 松江市殿町３３２ 0852-21-2046 0852-21-2084 不要
前夜9時以降絶食にて
当日午前10時半までに来院

34 松江 松江市 松江生協病院・ふれあい診療所 高濱顕弘 690-8522 松江市西津田町８－８－８ 0852-23-1111 0852-22-0532 要
事前の電話予約が必要。一次検査の結果がわ
かるものをご持参下さい。

35 松江 松江市 医療法人　伊藤医院 伊藤健一 699-0101 松江市東出雲町揖屋1031-2 0852-52-2251 0852-52-4389 要

36 松江 松江市 医療法人　三浦医院 三浦裕和 699-0101 松江市東出雲町揖屋1178-6 0852-52-3739 0852-52-3741 要

37 松江 松江市 医療法人　後藤クリニック 後藤泰利 690-0033 松江市大庭町129-6 0852-20-5100 0852-20-5105 要

38 松江 松江市 門脇医院 門脇憲 690-1403 松江市八束町遅江３８４－２ 0852-76-2023 0852-76-2023 要
服薬内容の確認。検査にあたっての合併症等の
説明。

39 松江 松江市 乃木クリニック 天野宏明 690-0044 松江市浜乃木2-7-17 0852-26-5122 0852-33-7271 要

40 松江 松江市 医療法人　入澤クリニック 入澤輝男 690-0025 松江市八幡町285ｰ6 0852-38ｰ8211 0852-38ｰ8210 要
経鼻内視鏡を実施します
鳥取大学病院で内視鏡診療の指導をしておりま
す

41 松江 松江市 つだ胃腸科・内科クリニック 千貫　大介 690-0017 松江市西津田3丁目5-21 0852-40-9101 0852-40-9101 要
経鼻内視鏡可能です。
絶食でお越しいただければ当日検査可能です

42 松江 安来市 医療法人社団　日立記念病院 應儀長子 692-0011 安来市安来町1278-5 0854-22-2269 0854-33-0381 要

43 松江 安来市 安来市立病院 小川東明 692-0404 安来市広瀬町広瀬1931 0854-32-2121 0854-32-2125 要 内科受付必要（診察後に検査予約）

44 松江 安来市 安来市医師会病院 大谷満 692-0026 安来市伯太町安田1700 0854-37-1511 0854-37-1265 要

45 松江 安来市 社会医療法人昌林会　安来第一病院 杉原建 692-0011 安来市安来町899-1 0854-22-3411 0854-23-2729 要

46 松江 安来市 医療法人　渡部医院 渡部和彦 692-0011 安来市安来町1373-9 0854-22-2486 0854-23-1284 要

47 松江 安来市 医療法人社団　吉田医院 吉田裕 692-0014 安来市飯島町1235-2 0854-22-2064 0854-22-2154 要 土曜日　午後休診

48 松江 安来市 医療法人　河村医院 河村学 692-0404 安来市広瀬町広瀬1940 0854-32-2436 0854-32-2436 不要 朝絶食にて来院
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49 松江 安来市 麦谷内科クリニック 麦谷暒夫 692-0017 安来市下坂田町308-1 0854-22-1855 0854-22-1855 要

50 雲南 奥出雲町 町立奥出雲病院 深澤　郁雄 699-1511 奥出雲町三成1622-1 0854-54-1122 0854-54-1280 要

51 雲南 奥出雲町 医療法人一陽会　加藤医院 加藤誠一 699-1511 奥出雲町三成358-6 0854-54-1011 0854-54-2042 要

52 雲南 雲南市 辰村医院 辰村泰治 699-1332 雲南市木次町木次185 0854-42-0402 0854-42-0914 要 検査当日の朝は絶食してください

53 雲南 雲南市 はまもと内科クリニック 濱本直治 699-1251 雲南市大東町大東2416-6 0854-43-9174 0854-43-9171 要

54 雲南 雲南市 横山内科医院 横山和裕 699-1206 雲南市大東町南村276-1 0854-43-8010 0854-43-8011 要

55 雲南 雲南市 雲南市国民健康保険掛合診療所 本多一郎 690-2701 雲南市掛合町掛合1312 0854-62-0135 0854-62-0987 要

56 雲南 雲南市 医療法人陶朋会　平成記念病院 陶山紳一朗 690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋1294-1 0854-45-5111 0854-45-5114 要

57 雲南 雲南市 山根医院 山根孝文 699-1332 雲南市木次町木次４４０ 0854-42-1116 0854-42-9160 要

58 雲南 雲南市 雲南市立病院 松井譲 699-1221 雲南市大東町飯田９６番地１ 0854-43-2390 0854-43-2398 要 事前に電話で相談下さい

59 雲南 飯南町 飯南町立飯南病院 角田　耕紀 690-3207 飯南町頓原2060 0854-72-0221 0854-72-1333 要
検査日が決まっています。一度受診して予約を
とってください

60 出雲 出雲市 三原医院 三原崇文 693-0001 出雲市今市町１６０５ 0853-21-0284 0853-21-0329 不要

61 出雲 出雲市 医療法人外科内科　山尾医院 山尾哲彦 693-0011 出雲市大津町1099-5 0853-23-0520 0853-21-8596 要

62 出雲 出雲市 山本内科胃腸科 山本実 699-0711 出雲市大社町杵築南1364 0853-53-5551 0853-53-5552 要 診察を受けて頂いてから予約

63 出雲 出雲市 上野医院 上野薫 699-0733 出雲市大社町菱根７８６－１ 0853-53-2304 0853-53-2304 要

64 出雲 出雲市 槇野クリニック 槇野富夫 693-0081 出雲市中野美保北3-5-5 0853-23-7555 0853-23-7554 要

65 出雲 出雲市 板垣医院 板垣哲朗 693-0064 出雲市里方町872 0853-21-1772 0853-21-1762 当日朝は絶食で受診

66 出雲 出雲市 県立中央病院 菊池　清 693-8555 出雲市姫原4-1-1 0853-22-5111 0853-21-2975 不要
実施日は月～金曜日
常用薬の情報（お薬手帳など）を準備してください

67 出雲 出雲市 はしもと内科クリニック 橋本朋之 693-0001 出雲市今市町藤ヶ森2074 0853-25-0211 0853-31-5650 要

68 出雲 出雲市 医療法人シンフォニアかわすみクリニック 川角博規 693-0021 出雲市塩冶町１５５９－１４ 0853-25-2111 0853-25-2168 どちらでも可 経口、経鼻両方可。

69 出雲 出雲市 （医）耕雲堂　小林病院 小林香子 693-0001 出雲市今市町510 0853-21-5230 0853-21-5139 要
検査前日、夜9時以降は絶食。当日指定の時間
までに来院。

70 出雲 出雲市 医療法人順和会　中島医院 中島孝晃 699-0711 出雲市大社町杵築南991 0853-53-2116 0853-53-5864 要
月・火・木・金・土　午前検査
女医指定可。鼻からの内視鏡を導入しました。

71 出雲 出雲市 たけだファミリークリニック 武田仁志 699-0822 出雲市神西沖町1455-1 0853-43-3355 0853-43-3355 要 経口、経鼻両方可。

72 出雲 出雲市 仲田医院 仲田浩之 691-0002 出雲市西平田町１４７ 0853-63-1212 0853-62-5835 要
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73 出雲 出雲市 竹下内科医院 竹下正弘 693-0012 出雲市大津新崎町4-32 0853-22-0202 0853-25-3020 要 必ず前日までにご本人が予約して下さい。

74 出雲 出雲市 医療法人　あべ医院 福原恵子 693-0012 出雲市大津新崎町1丁目18-4 0853-21-3100 0853-24-3201 要 電話または来院の上、予約を取る。

75 出雲 出雲市 島根大学医学部付属病院 井川幹夫 693-8501 出雲市塩冶町89-1 0853-20-2061 0853-20-2063

予約の方優先。予
約なしでも診察可
能。外来混雑の場
合お待ちいただくこ
とがあります。

まずは診察をし、内視鏡検査のリスクがどの程度
の患者であるかを判断し、同意のうえで検査しま
す。

76 出雲 出雲市 出雲中央クリニック 宮脇哲丸 693-0021 出雲市塩冶町2123 0853-22-5552 0853-22-5552 要 外来受診後、予約

77 出雲 出雲市 医療法人社団岡倉会　高鳥クリニック 高鳥佳昌 693-0014 出雲市武志町734-1 0853-25-2211 0853-25-3002 要

78 出雲 出雲市 園山医院 園山勝久 693-0074 出雲市東林木町888-2 0853-22-8555 0853-22-8561 要 電話予約可

79 出雲 出雲市 牧野内科 牧野邦雄 693-0051 出雲市小山町792-2 0853-24-2203 0853-24-2390 不要 原則経鼻内視鏡　可能なら電話等で予約

80 出雲 出雲市 出雲市民病院 小松泰介 693-0021 出雲市塩冶町１５３６－１ 0853-21-2722 0853-21-8101 要
一旦、外来受診後に医師と相談の上で検査予約
を取ります

81 出雲 出雲市 出雲市立総合医療センター 杉山　章 691-0003 出雲市灘分町６１３ 0853-63-5111 0853-63-4228 要

82 出雲 出雲市 吉岡医院 吉岡直樹 699-0502 出雲市斐川町荘原3855 0853-72-0833 0853-72-0907 要

83 出雲 出雲市 医療法人沖縄徳州会　出雲徳州会病院 田原英樹 699-0631 出雲市斐川町直江3964-1 0853-73-7000 0853-73-7077 要

84 出雲 出雲市 斐川生協病院 金森美智子 699-0631 出雲市斐川町直江４８８３－１ 0853-72-0321 0853-72-0322 要
一旦受診後に医師と相談の上検査予約を取りま
す

85 出雲 出雲市 おおつ内科クリニック 古田賢司 693-0011 出雲市大津町1708-9 0853-25-7800 0853-25-7801 要
可能であれば事前に電話で予約を。当日、絶食
来院でも検査は可能（待ってもらいますが）

86 県央 大田市 大田市国民健康保険仁摩診療所 泉司郎 699-2301 大田市仁摩町仁万643-1 0854-88-9030 0854-88-2499 要

87 県央 大田市 医療法人社団　福田医院 福田一雄 699-2211 大田市波根町2028 0854-85-8526 0854-85-7948 要 予め一度受診のこと

88 県央 大田市 医療法人社団　合原医院 合原儀行 694-0064 大田市大田町イ190 0854-82-1737 0854-82-1934 要

89 県央 大田市 大田市立病院 竹腰創一 694-0063 大田市大田町吉永1428-3 0854-82-0330 0854-84-7827 不要
受付時間は月～金曜日の8時30分～11時。
電話での問合せ8時30分～17時

90 県央 大田市 医療法人社団橘林堂川上医院 川上興一 694-0011 大田市川合町川合1242-1 0854-82-0296 0854-82-0621 要

91 県央 大田市 大田呼吸循環クリニック 中島秀嗣 694-0064 大田市大田町大田ハ145 0854-82-0036 0854-82-1074 要 電話で事前にお問い合わせください。

92 県央 大田市 田原医院 田原　剛 694-0051 大田市久手町波根西1834-6 0854-82-5115 0854-82-5615 要

93 県央 大田市 郷原医院 福田亮 694-0024 大田市久利町久利726-4 0854-82-0817 0854-82-0817 要

94 県央 大田市 木島医院 木島良民 694-0052 大田市久手町刺鹿2732 0854-82-8527 0854-82-9581 要 前日夜9時以降は食事をとらず来院



精密検査実施機関（H２８年度登録：胃がん）

平成２８年１２月８日現在

圏域 市町村 医療機関名 代表者氏名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 予約 留意事項

95 県央 大田市 昭和医院 合原大博 694-0064 大田市大田町大田イ127 0854-82-3492 0854-86-7033 要 検査日は診察時に要相談

96 県央 川本町 加藤病院 加藤節司 696-0001 邑智郡川本町大字川本383-1 0855-72-0640 0855-72-1608 不要
第2、第4火曜日午前中
毎週金曜日午前中

97 県央 美郷町 医療法人社団　波多野診療所 波多野淳 699-4621 邑智郡美郷町粕渕197-1 0855-75-1232 0855-75-1236 要

98 県央 美郷町 秦クリニック 秦憲明 699-4621 邑智郡美郷町粕渕387-4 0855-75-1661 0855-75-0858 不要

99 県央 美郷町 美郷町国保大和診療所 石田雅人 696-0704 美郷町都賀本郷１６３ 0855-82-2216 0855-82-2819 要

100 県央 邑南町 （医）徳祐会三上医院 三上嚴信 696-0313 邑智郡邑南町山田33-6 0855-83-0977 0855-83-0288 要

101 県央 邑南町 三笠記念クリニック 周藤祐二 696-0225 邑智郡邑南町上田所39-5 0855-83-2050 0855-83-2052 要

102 県央 邑南町 公立邑智病院 石橋良治 696-0102 邑智郡邑南町中野3848-2 0855-95-2111 0855-95-2313 不要 一度受診をして下さい。

103 県央 邑南町 河野医院 河野圭一 696-0603 邑南町下口羽１１０２ 0855-87-0303 0855-87-0864 要 経鼻・経口両方可

104 県央 邑南町 (医)徳祐会　星ヶ丘クリニック 小川　剛 696ｰ0406 邑智郡邑南町高見821ｰ1 0855ｰ84ｰ0006 0855ｰ84ｰ0676 不要 一度受診していただき検査日を決めています

105 浜田 浜田市 中村胃腸科内科医院 中村洋三 697-0061 浜田市笠柄町64 0855-22-8000 0855-22-8575 要

106 浜田 浜田市 医療法人社団　西川胃腸科内科医院 西川睦彦 697ｰ0034 浜田市相生町3962-1 0855-23-0100 0855-22-8712 不要
午後９時以降は絶食で来院下さい。水分摂取は
可能です。

107 浜田 浜田市 金城沖田医院 沖田琇二 697ｰ0123 浜田市金城町七条ハ393 0855-42-1800 0855-42-0848 要

108 浜田 浜田市 浜田市国民健康保険波佐診療所 宮本　雄一 697-0211 浜田市金城町波佐イ441-1 0855-44-0001 0855-44-0531 要 毎週木曜日午前中が検査日です。

109 浜田 浜田市 医療法人岡本胃腸科内科医院 岡本英樹 697ｰ0023 浜田市長沢町550-21 0855-23-5555 0855-22-8700 不要

110 浜田 浜田市 半田医院 半田貢雪 697-0052 浜田市港町１９９－１ 0855-22-0288 0855-22-0251 要 経鼻・経口いづれも出来ます。

111 浜田 浜田市 独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター 石黒眞吾 697-8511 浜田市浅井町777-12 0855-25-0505 0855-28-7070 要

112 浜田 浜田市 医療法人社団　寺井医院 寺井勇 699-3223 浜田市三隅町三隅382ｰ1 0855-32-0038 0855-32-2796 不要

113 浜田 浜田市 浜田市国民健康保険弥栄診療所 阿部顕治 697-1122 浜田市弥栄町木都賀イ５３０－１0855-48-5001 0855-48-2141 要
経鼻・経口いづれも出来ます。
内視鏡検査日は毎週水曜日午前です。

114 浜田 浜田市 中村医院 中村司 697-0041 浜田市片庭町５１－３ 0855-22-1183 0855-22-1172 要
抗疑固剤内服の方は、内視鏡検査数日前から抗
疑固剤を中止しますので、事前にお知らせ下さ
い。

115 浜田 浜田市 医療法人社団やすぎクリニック 石根昌幸 697-0006 浜田市下府町６９番地１ 0855-28-1911 0855-28-2360

116 浜田 浜田市 沖田内科医院 沖田瑛一 697-0044 浜田市蛭子町２０－１ 0855-22-0767 0855-22-7729 要
経鼻・経口希望に応じます。
原則として予約で対応します。

117 浜田 浜田市 沖田病院 沖田旺治 697-0027 浜田市殿町３－１ 0855-22-1555 0855-22-0805 要

118 浜田 浜田市 丸山内科クリニック 丸山茂雄 697-0034 浜田市相生町３９２１ 0855-22-1115 0855-22-1200 不要

5
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119 浜田 浜田市 浜田市国民健康保険あさひ診療所 佐藤　誠 697-0426 浜田市旭町丸原138-1 0855-45-0002 0855-45-8111 要 一度受診して頂き、日程を決めたいと思います。

120 浜田 江津市 医療法人社団　花田医院 花田有二 699-2841 江津市後地町3023 0855-55-0005 0855-55-3024 電話での問い合わせは可能です。

121 浜田 江津市 井廻医院 井廻宏 695-0016 江津市嘉久志町イ１４９４－９ 0855-52-2307 0855-52-2449 要
他院処方薬を事前に知らせて頂くか、持参して頂
く

122 浜田 江津市 医療法人社団森医院浅利診療所 森眞爾 695-0002 江津市浅利町３１８－１ 0855-55-1022 0855-55-1975 不要

123 浜田 江津市 應儀医院 應儀一良 699-4221 江津市桜江町市山274 0855-92-0057 0855-92-0058 要
注意事項がありますので、事前予約の時にお知
らせします

124 浜田 江津市 島根県済生会江津総合病院 中澤　芳夫 695-8505 江津市江津町１０１６－３７ 0855-54-0101 0855-54-0171 不要
検査結果を持参し、時間内に受診して下さい。診
察後内視鏡の予約をします。

125 益田 益田市 斧山医院 斧山英二 698-0025 益田市あけぼの西町１６－４ 0856-22-1346 0856-22-2154 要

126 益田 益田市 医療法人津田医院 狩野卓夫 699-3671 益田市津田町１２６８－５ 0856-27-0007 0856-27-1912 要

127 益田 益田市 医療法人金島胃腸科・外科 金島新一 698-0041 益田市高津１-9-4 0856-22-2345 0856-24-1802 要

128 益田 益田市 山尾医院 山尾洋樹 698-0027 益田市あけぼの東町４－２ 0856-22-1878 0856-22-1879 要

129 益田 益田市 医療法人平野医院 平野盛久 698-0024 益田市駅前町３３－５ 0856-22-0998 0856-22-8121 要

130 益田 益田市 内藤内科外科 内藤宗紀 698-0024 益田市駅前町４－２３ 0856-22-3300 0856-24-2210 不要

131 益田 益田市 まついクリニック 松井孝夫 698-0041 益田市高津町６丁目１４－１ 0856-31-1830 0856-31-1831 不要

132 益田 益田市 医療法人黒田医院 黒田聡 698-0035 益田市須子町１０番２７号 0856-22-0966 0856-24-2573 要

133 益田 益田市 西谷内科医院 西谷昭夫 698-0041 益田市高津１丁目３０番９号 0856-23-7280 0856-23-7284 要

134 益田 益田市 益田地域医療センター医師会病院 狩野稔久 699-3676 益田市遠田町１９１７番地２ 0856-22-3611 0856-22-0407 要 検査予約のため一度受診をお願いします

135 益田 益田市 岩本内科医院 岩本正敬 698-0003 益田市乙吉町イ２０９－１１ 0856-23-1133 0856-24-1335 要

136 益田 益田市 益田赤十字病院 木谷光博 698-8501 益田市乙吉町イ１０３－１ 0856-22-1480 0856-22-3991 不要
受診科：内科　受付時間（月火木金）：8:00～11:30
お薬を服用中の方はお薬手帳等をお持ちくださ
い

137 益田 津和野町 医療法人好生堂和﨑医院 和﨑秀二 699-5605 津和野町後田ロ４０５ 0856-72-0025 0856-72-0630 要

138 益田 津和野町 津和野共存病院 須山信夫 699-5604 津和野町森村ロ１４１ 0856-72-0660 0856-72-0774 要

139 益田 吉賀町 六日市病院 谷浦博之 699-5513 吉賀町六日市３６８番地４ 0856-77-1581 0856-77-1580 要

140 益田 吉賀町 松浦内科胃腸科 松浦寿二郎 699-5513 鹿足郡吉賀町六日市795 0856-77-0111 0856-77-0112 要

141 隠岐 隠岐の島町 隠岐広域連合立隠岐病院 小出博己 685-0016 隠岐の島町城北町３５５ 08512-2-1356 08512-2-6462 要

142 隠岐 西ノ島町 隠岐広域連合立隠岐島前病院 白石吉彦 684-0303 西ノ島町美田２０７１－１ 08514-7-8211 08514-7-8702 要
検査結果を持参し、受診して下さい。外来受診
後、医師と相談の上、検査のご予約をおとり致し
ます。


