
精密検査実施機関（H２９年度登録：肺がん）

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

144 松江 松江市 独立行政法人　国立病院機構松江医療センター中島　健二 690-0015 松江市上乃木5丁目8-31 0852-21-6131 0852-27-1019 検診結果、保険証持参。月～金、8:30～11:00受付

145 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

146 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

147 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。

148 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

149 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

150 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

151 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

152 松江 安来市 安来市医師会病院 入江　秀樹 692-0026 安来市伯太町安田1700 0854-37-1511 0854-37-1265 事前予約をお願いします。

153 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

154 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

155 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

156 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

157 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

158 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 放射線診断専門医による読影を行っています

159 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
常用薬の情報（お薬手帳など）を準備してください

160 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。予約無しでも診察可能。外来混雑の場合お
待ちいただくことがあります。

161 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

162 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

163 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

164 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 一旦受診後に医師と相談の上検査予約を取ります

165 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 予約不要
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166 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

167 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

168 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
事前予約を必要とします
CT検査は同法人内の施設で実施

169 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

170 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

171 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 要予約

172 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

173 浜田 浜田市 中村呼吸器内科医院 中村吉秀 697-1331 浜田市内村町787-8 0855-27-4593 0855-27-4595 電話等で必ず予約を

174 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

175 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 第2、4火曜日午前、呼吸器外科にて実施

176 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　受付時間（月水金）：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

177 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

178 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

179 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

180 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


