
番号 確認結果 種別 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 留意事項

253 子宮がん 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 0852-61-3006 0852-61-3007 事前に電話でご予約下さい。

254 子宮がん 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 自薦予約必要・婦人科　予約専用電話　0120-58-2889

255 子宮がん 松江 松江市 たがしらレディースクリニック 田頭稔弘 690-0044 松江市浜乃木6丁目7-8 0852-23-1103 0852-22-4152

256 子宮がん 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 要予約。一次検査の結果が分かるものを持参。

257 子宮がん 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/松江市西津田7-14-210852-23-1111 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。

258 子宮がん 松江 松江市 松江赤十字病院 大居慎治 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し
てください

259 子宮がん 松江 安来市 医療法人吉生会　家族・絆の吉岡医院 吉岡宏記 692-0011 安来市安来町789-1 0854-22-2065 0854-22-2080

260 子宮がん 雲南 雲南市 雲南市立病院 大谷　順 699-1221 雲南市大東町飯田96番地1 0854-47-7500 0854-47-7501 事前に電話でご相談下さい

261 子宮がん 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
要予約
予約センタ-　0854-54-2700
受付時間 平日8：15~17：00

休止 子宮がん 出雲 出雲市 医療法人　尾添産科婦人科医院 尾添正治 693-0012 出雲市大津町新崎町4-46 0853-22-0056

262 子宮がん 出雲 出雲市 医療法人江田クリニック産婦人科 江田芳美 693ｰ0011 出雲市大津町260番地 0853-30-7888 0853-30-7887 予約制なので、電話予約をしてから来院して下さい

263 子宮がん 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

264 子宮がん 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

265 子宮がん 出雲 出雲市 島根大学医学部附属病院 井川幹夫 693-8501 出雲市塩冶町89-1 0853-20-2061 0853-20-2063 事前の予約をお願いします。

266 子宮がん 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

267 子宮がん 出雲 出雲市 吉野産婦人科医院 吉野和男 699-0624 出雲市斐川町上直江3091 0853-72-7470 0853-72-7471

268 子宮がん 大田 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 0854-84-7749 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

269 子宮がん 大田 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

270 子宮がん 浜田 浜田市 産婦人科江木医院 江木徹 697-0041 浜田市片庭町64 0855-22-1181 0855-22-3228

271 子宮がん 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

272 子宮がん 浜田 江津市 島根県済生会江津総合病院 中澤　芳夫 695ｰ8505 江津市江津町1016-37 0855-54-0101 0855-54-0171
検査結果を持参し、時間内に受診して下さい。（子宮がんは組
織検査を実施することがあります）

273 子宮がん 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：産婦人科 予約受付電話：14:00～16:30
お薬を服用中の方はお薬手帳等をお持ちください

274 子宮がん 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 婦人科外来へ事前に予約電話をして下さい

精密検査実施機関（H３１年度登録：子宮がん）
　　　　　　　　　　　　　　令和元年５月現在

注）留意事項が明記されていない場合でも、医療機関によっては診察を受け、後日検査をする場合や、診察・検査等の実施日が定められている場合があります。
　　必ず事前に医療機関にお電話などでご確認のうえ受診して下さい。
注）この内容は、医療機関からの申請に基づき県の定める基準を満たした機関です。登録医療機関のみが精密検査実施機関ではありません。
　　市町村において、登録機関以外でも精密検査実施機関はありますので、市町村からの案内等をご参照ください。
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275 子宮がん 隠岐 西ノ島町 隠岐広域連合立隠岐島前病院 池田　高世偉 684-0303 隠岐郡西ﾉ島町美田2071-1 08514-7-8211 08514-7-8702

276 子宮がん 隠岐 隠岐の島町 隠岐広域連合立隠岐病院 長谷川 明広 685-0016 隠岐の島町城北町355番地 08512-2-1356 08512-2-6462
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