
精密検査実施機関（H２９年度登録：大腸がん）

平成２９年８月３１日現在

確認結果 医療機関名 代表者氏名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 留意事項

181 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 要予約。

182 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 要予約。お薬手帳を持参して下さい。

183 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

184 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 要予約

185 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5F 0852-59-2130 0852-59-2131

186 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 事前に一度ご来院いただき、後日検査となります。

187 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 事前予約が必要

188 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 0852-22-1818 要予約。電話予約可

189 松江 松江市 たまゆ内科クリニック 越野健司 699-0202 松江市玉湯町湯町825-1 0852-62-0133 0852-62-0223

190 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 要予約

191 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

192 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 0852-60-8005
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

193 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 0852-67-5532 予約制（検査予約は直接来院）

194 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
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

195 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

196 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 事前予約が必要

197 松江 松江市 門脇内科胃腸科医院 門脇泰憲 690-0056 松江市雑賀町２０５ 0852-21-2695 0852-67-3566 麻酔による大腸カメラ可

198 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 0852-20-7707
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。

199 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

200 松江 松江市 医療法人社団　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

201 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 前処置が必要ですので当日検査はできません

202 新規 松江 松江市 胃腸科内科田中医院 田中　新亮 699ｰ0401 松江市宍道町宍道946ｰ1 0852-66ｰ0022 0852-66ｰ0081 予め診察時に検査日程を相談します。

圏域 市町村
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203 松江 安来市 医療法人社団　日立記念病院 山本　哲夫 692-0011 安来市安来町1278-5 0854-22-2180 0854-22ｰ2183

204 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 内科受付必要（診察後に検査予約）

205 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

206 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

207 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

208 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

209 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

210 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

211 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 事前に電話で相談下さい

212 雲南 奥出雲町 町立奥出雲病院 鈴木　賢二 699-1511 奥出雲町三成1622-1 0854-54-1122 0854-54-1280

213 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
要予約。
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

214 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 検査日は予約制です

215 出雲 出雲市 県立中央病院 小阪　真二 693-8555 出雲市姫原4-1-1 0853-22-5111 0853-21-2975
実施日は月～金曜日。食事制限等があるため、一度受診し
ていただき検査日を決めます。常用薬の情報（お薬手帳な
ど）を準備してください

216 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

217 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 内視鏡的ポリープ切除実施可。お薬手帳を持参

218 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 外来受診後、予約

219 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 検査前には一度、受診が必要です

220 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 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

221 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

222 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

223 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
基本的に予約です。事前に前処置薬を取りに来ていただき
ます。

224 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 診察を受けて頂いてから予約
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225 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
できるだけ（水）午後の健診精査外来を予約した後に受診し
てください。受診当日は検査はできません。後ほど検査を予
約することになります。

226 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 要予約。予め一度受診のこと

227 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 数多くこなせないので限定して検査施行

228 県央 大田市 大田市立病院 西尾　祐二 694-0063 大田市大田町吉永1428-3 0854-82-0330 0854-84-7827
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

229 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

230 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

231 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
第2、第4火曜日午前中
毎週金曜日午前中

232 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

233 県央 邑南町 公立邑智病院 荘田　恭仁 696-0102 邑智郡邑南町中野3848-2 0855-95-2111 0855-95-2137

234 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 一度受診していただき検査日を決めています

235 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

236 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 初回受診は予約不要、検査内容により要予約

237 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

238 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 事前予約が必要

239 新規 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 事前予約不要

240 新規 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５３０－１ 0855-48-5001 0855-48-2141
予約。事前診療が必要です。受け入れ人数に限りがあり、
弥栄自治区優先です。

241 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 他院処方薬を事前に知らせて頂くか、持参して頂く

242 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
検査の数日前に必ず来院して、検査食と注意事項の用紙を
取りに来て下さい

243 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
H29.10月以降は、変更がある可能性有り
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。

244
8月31日
新規

浜田 江津市 医療法人心和会　船津内科医院 船津　康裕 695-0016 江津市嘉久志町イ1220－4 0855-52-3203 0855-52-3411

245 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

3



4

精密検査実施機関（H２９年度登録：大腸がん）

平成２９年８月３１日現在

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

246 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 要予約

247 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

248 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

249 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 検査予約のため一度受診をお願いします

250 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
受診科：内科　予約受付電話：平日13:00～16:30
お薬を服用中の方はお薬手帳等をお持ちください

251 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

252 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

253 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 事前予約が必要

254 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 08512-2-6149

255 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


