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マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト （令和4年6月12日現在）

医療機関区分 運用開始日 医療機関名称（漢字） 医療機関名称（カナ） 郵便番号 住所 電話番号

医科（病院） 令和3年11月1日 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 ｻｲｾｲｶｲﾏﾂﾔﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-8026 愛媛県松山市山西町８８０番地２ 089-951-6111

医科（病院） 令和4年1月17日 松山第一病院 ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台２８２－２ 089-924-6878

医科（病院） 令和4年5月22日 中川病院 ﾅｶｶﾞﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-0245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 089-976-7811

医科（病院） 令和3年11月15日 医療法人結和会松山西病院 ｲ)ﾕｳﾜｶｲﾏﾂﾔﾏﾆｼﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-8034 愛媛県松山市富久町３６０番地１ 089-972-3355

医科（病院） 令和4年4月14日 松山笠置記念心臓血管病院 ﾏﾂﾔﾏｶｻｷﾞｷﾈﾝｼﾝｿﾞｳｹﾂｶﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 089-941-2288

医科（病院） 令和4年1月4日 おおぞら病院 ｵｵｿﾞﾗﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-8021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 089-989-6620

医科（病院） 令和4年3月14日 社会医療法人真泉会　松山まどんな病院 ｲ)ｼﾝｾﾝｶｲ ﾏﾂﾔﾏﾏﾄﾞﾝﾅﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0802 愛媛県松山市喜与町１丁目７番地１ 089-936-2461

医科（病院） 令和3年12月1日 医療法人敬愛会久米病院 ｸﾒﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0924 愛媛県松山市南久米町７２３ 0899-75-0503

医科（病院） 令和3年9月1日 愛媛県立中央病院 ｴﾋﾒｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0024 愛媛県松山市春日町８３ 089-947-1111

医科（病院） 令和3年11月2日 医療法人順風会天山病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｱﾏﾔﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0951 愛媛県松山市天山２丁目３番３０号 089-946-1555

医科（病院） 令和3年9月1日 野本記念病院 ﾉﾓﾄｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0003 愛媛県松山市三番町５－１２－１ 089-943-0151

医科（病院） 令和3年8月1日 医療法人鶯友会牧病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｵｵﾕｳｶｲﾏｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-2648 愛媛県松山市菅沢町甲１１５１―１ 089-977-3351

医科（病院） 令和3年12月20日 松山ベテル病院 ﾏﾂﾔﾏﾍﾞﾃﾙﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 089-925-5000

医科（病院） 令和3年10月20日 鷹の子病院 ﾀｶﾉｺﾋﾞﾖｳｲﾝ 790-0925 愛媛県松山市鷹子町５２５－１ 089-976-5551

医科（病院） 令和3年10月1日 瀬戸内海病院 ｾﾄﾅｲｶｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0028 愛媛県今治市北宝来町２丁目４番地９ 0898-23-0655

医科（病院） 令和3年12月1日 今治南病院 ｲﾏﾊﾞﾘﾐﾅﾐﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 0898-22-7300

医科（病院） 令和3年11月17日 医療法人仁明会内科・消化器科羽鳥病院 ﾅｲｶ･ｼﾖｳｶｷｶﾊﾄﾘﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0043 愛媛県今治市南宝来町３丁目２番地３号 0898-22-2898

医科（病院） 令和4年6月1日 鈴木病院 ｽｽﾞｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 0898-23-0500

医科（病院） 令和3年9月21日 愛媛県立今治病院 ｴﾋﾒｹﾝﾘﾂｲﾏﾊﾞﾘﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0006 愛媛県今治市石井町４－５－５ 0898-32-7111

医科（病院） 令和4年4月21日 医療法人慈風会白石病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾌｳｶｲｼﾗｲｼﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0041 愛媛県今治市松本町１－５－９ 0898-32-4135

医科（病院） 令和3年7月5日 今治市医師会市民病院 ｲﾏﾊﾞﾘｼｲｼｶｲｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0026 愛媛県今治市別宮町７－１－４０ 0898-22-7611

医科（病院） 令和3年11月29日 村上病院 ﾑﾗｶﾐﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0015 愛媛県今治市常盤町５―３―３７ 0898-22-8833

医科（病院） 令和4年6月1日 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 ｵﾝｼｻﾞｲ)ｻｲｾｲｶｲｲﾏﾊﾞﾘ ﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-1502 愛媛県今治市喜田村７丁目１番６号 0898-47-2500

医科（病院） 令和3年10月1日 医療法人滴水会吉野病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾃｷｽｲｶｲﾖｼﾉ ﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0038 愛媛県今治市末広町１－５－５ 0898-32-0323

医科（病院） 令和3年11月22日 三木病院 ﾐｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 0898-32-4680

医科（病院） 令和3年7月5日 高木眼科病院 ﾀｶｷﾞｶﾞﾝｶ ﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0028 愛媛県今治市北宝来町２丁目３番地１ 0898-31-7500

医科（病院） 令和3年10月20日 医療法人平成会山内病院 ﾍｲｾｲｶｲﾔﾏｳﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-0063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 0898-32-3000

医科（病院） 令和4年5月15日 医療法人徳洲会　宇和島徳洲会病院 ｲ)ﾄｸｼﾕｳｶｲｳﾜｼﾞﾏﾄｸｼﾕｳｶｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 798-0003 愛媛県宇和島市住吉町２丁目６－２４ 0895-22-2811

医科（病院） 令和3年10月20日 宇和島市立津島病院 ｳﾜｼﾞﾏｼﾘﾂﾂｼﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 798-3302 愛媛県宇和島市津島町高田丙１５番地 0895-32-2011

医科（病院） 令和3年10月20日 宇和島市立吉田病院 ｳﾜｼﾞﾏｼﾘﾂﾖｼﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-3701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７番地 0895-52-0611

医科（病院） 令和3年9月30日 市立宇和島病院 ｼﾘﾂｳﾜｼﾞﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 798-8510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 0895-25-1111

医科（病院） 令和3年11月26日 独立行政法人地域医療機構宇和島病院 ﾄﾞｸ)ﾁｲｷｲﾘﾖｳｷｺｳｳﾜｼﾞﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 798-0053 愛媛県宇和島市賀古町２－１－３７ 0895-22-5616

医科（病院） 令和4年4月1日 市立八幡浜総合病院 ｼﾘﾂﾔﾜﾀﾊﾏｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 796-8502 愛媛県八幡浜市大平１番耕地６３８番地 0894-22-3211

医科（病院） 令和3年12月1日 八幡浜医師会立双岩病院 ﾔﾜﾀﾊﾏｲｼｶｲﾘﾂﾌﾀｲﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 796-8035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 0894-22-4355

医科（病院） 令和3年11月1日 住友別子病院 ｽﾐﾄﾓﾍﾞﾂｼﾋﾞﾖｳｲﾝ 792-8543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 0897-37-7111

医科（病院） 令和4年1月6日 独）労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ﾄﾞｸ)ﾛｳﾄﾞｳｼﾔｹﾝｺｳｱﾝｾﾞﾝｷｺｳｴﾋﾒﾛｳｻｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町１３番２７号 0897-33-6191

医科（病院） 令和3年9月17日 愛媛県立新居浜病院 ｴﾋﾒｹﾝﾘﾂﾆｲﾊﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 792-0042 愛媛県新居浜市本郷３－１－１ 0897-43-6161

医科（病院） 令和4年1月28日 岩崎病院 ｲﾜｻｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 792-0045 愛媛県新居浜市中萩町２－５ 0897-41-6030
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マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト （令和4年6月12日現在）

医療機関区分 運用開始日 医療機関名称（漢字） 医療機関名称（カナ） 郵便番号 住所 電話番号

医科（病院） 令和4年1月17日 西条市立周桑病院 ｻｲｼﾞﾖｳｼﾘﾂｼﾕｳｿｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-1341 愛媛県西条市壬生川１３１番地 0898-64-2630

医科（病院） 令和3年10月20日 西条道前病院 ｻｲｼﾞﾖｳﾄﾞｳｾﾞﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 793-0010 愛媛県西条市飯岡地蔵原３２９０－１ 0897-56-2247

医科（病院） 令和4年6月1日 西条中央病院 ｻｲｼﾞﾖｳﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 793-0027 愛媛県西条市朔日市８０４ 0897-56-0300

医科（病院） 令和3年12月29日 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 ｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲｻｲｼﾞﾖｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 793-0027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 0897-55-5100

医科（病院） 令和3年10月1日 医療法人静心会平成病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｾｲｼﾝｶｲﾍｲｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 795-0011 愛媛県大洲市柚木８１１－１ 0893-24-2138

医科（病院） 令和3年5月14日 市立大洲病院 ｼﾘﾂｵｵｽﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 795-8501 愛媛県大洲市西大洲甲５７０番地 0893-24-2151

医科（病院） 令和4年3月28日 喜多医師会病院 ｷﾀｲｼｶｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 795-8505 愛媛県大洲市東大洲１５６３番地１ 0893-25-0535

医科（病院） 令和3年10月8日 大洲記念病院 ｵｵｽﾞｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 795-0061 愛媛県大洲市徳森１５１２－１ 0893-25-2022

医科（病院） 令和3年12月1日 長谷川病院 ﾊｾｶﾞﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９番地の１ 0896-58-5666

医科（病院） 令和3年10月1日 公立学校共済組合四国中央病院 ｺｳﾘﾂｷﾖｳｻｲｸﾐｱｲｼｺｸﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-0193 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 0896-58-3515

医科（病院） 令和3年12月19日 医療法人康仁会西岡病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｺｳｼﾞﾝｶｲﾆｼｵｶﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-0421 愛媛県四国中央市三島金子２―７―２２ 0896-24-5511

医科（病院） 令和3年10月14日 北条病院 ﾎｳｼﾞﾖｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-2438 愛媛県松山市河野中須賀２８８番地５ 089-993-1200

医科（病院） 令和3年11月1日 和ホスピタル ﾅｺﾞﾐﾎｽﾋﾟﾀﾙ 799-2434 愛媛県松山市柳原７３９ 089-992-0700

医科（病院） 令和3年10月20日 社会医療法人石川記念会　ＨＩＴＯ病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｲｼｶﾜｷﾈﾝｶｲ ﾋﾄﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-0121 愛媛県四国中央市上分町７８８番地１ 0896-58-2222

医科（病院） 令和3年10月20日 西予市立野村病院 ｾｲﾖｼﾘﾂﾉﾑﾗﾋﾞﾖｳｲﾝ 797-1212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 0894-72-0180

医科（病院） 令和3年10月20日 西予市立西予市民病院 ｾｲﾖｼﾘﾂｾｲﾖｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 797-0029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 0894-62-1121

医科（病院） 令和3年10月1日 愛媛県立子ども療育センター ｴﾋﾒｹﾝﾘﾂｺﾄﾞﾓﾘﾖｳｲｸｾﾝﾀｰ 791-0212 愛媛県東温市田窪２１３５番地 089-955-5533

医科（病院） 令和3年12月1日 松風病院 ﾏﾂｶｾﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-0712 愛媛県四国中央市土居町入野９７０番地 0896-74-2001

医科（病院） 令和3年11月26日 横山病院 ﾖｺﾔﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 0898-72-2121

医科（病院） 令和3年10月8日 大三島中央病院 ｵｵﾐｼﾏﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 794-1304 愛媛県今治市大三島町宮浦５３１８番地１ 0897-82-1111

医科（病院） 令和3年3月29日 国民健康保険久万高原町立病院 ｺｸﾎｸﾏｺｳｹﾞﾝﾁﾖｳﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５ 0892-21-1120

医科（病院） 令和3年11月1日 医療法人光佑会くろだ病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｺｳﾕｳｶｲｸﾛﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-3161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５８６ 089-984-1201

医科（病院） 令和3年10月1日 鬼北町立北宇和病院 ｷﾎｸﾁﾖｳﾘﾂｷﾀｳﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 798-1392 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永４５５番地１ 0895-45-3400

医科（病院） 令和3年9月16日 愛媛県立南宇和病院 ｴﾋﾒｹﾝﾘﾂﾐﾅﾐｳﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３－１ 0895-72-1231

医科（病院） 令和3年10月1日 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター ﾄﾞｸ)ｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｴﾋﾒｲﾘﾖｳｾﾝﾀｰ 791-0281 愛媛県東温市横河原３６６ 089-964-2411

医科（病院） 令和3年12月1日 愛媛大学医学部附属病院 ｴﾋﾒﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 791-0204 愛媛県東温市志津川 089-964-5111

医科（病院） 令和4年3月22日 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ﾄﾞｸ)ｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｼｺｸｶﾞﾝｾﾝﾀｰ 791-0280 愛媛県松山市　南梅本町甲１６０ 089-999-1111

医科（診療所） 令和4年1月12日 岡本耳鼻咽喉科小児科 ｵｶﾓﾄｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ ｼﾖｳﾆｶ 791-8013 愛媛県松山市山越２丁目１番３０号 089-926-3349

医科（診療所） 令和3年8月1日 福原内科医院 ﾌｸﾊﾗﾅｲｶｲｲﾝ 790-0041 愛媛県松山市保免上２丁目３番１０号 089-941-8868

医科（診療所） 令和4年2月21日 矢野産婦人科 ﾔﾉｻﾝﾌｼﾞﾝｶ 790-0872 愛媛県松山市昭和町７２―１ 089-921-6507

医科（診療所） 令和4年6月8日 くぼた内科循環器科呼吸器科 ｸﾎﾞﾀ ﾅｲｶｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶｺｷﾕｳｷｶ 791-0242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 089-970-0011

医科（診療所） 令和4年4月27日 友愛医院 ﾕｳｱｲｲｲﾝ 791-0244 愛媛県松山市水泥町９０―１ 089-976-6262

医科（診療所） 令和4年4月1日 相原整形外科 ｱｲﾊﾞﾗｾｲｹｲｹﾞｶ 790-0924 愛媛県松山市南久米町５５０－１ 089-970-0222

医科（診療所） 令和3年10月29日 久保内科循環器クリニック ｸﾎﾞﾅｲｶｼﾞﾕﾝｶﾝｷｸﾘﾆﾂｸ 791-8004 愛媛県松山市鴨川一丁目２番地１１号 089-925-5345

医科（診療所） 令和3年10月1日 吉田眼科 ﾖｼﾀﾞｶﾞﾝｶ 790-0843 愛媛県松山市道後町２丁目１の１２ 089-926-6800

医科（診療所） 令和3年12月22日 藤原耳鼻咽喉科 ﾌｼﾞﾜﾗｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 790-0042 愛媛県松山市保免中３丁目８－２２ 089-971-3341

医科（診療所） 令和3年9月17日 とよしま胃腸内科クリニック ﾄﾖｼﾏｲﾁﾖｳﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0844 愛媛県松山市道後一万３番７ 089-924-2936

医科（診療所） 令和3年11月1日 たいさんじ整形外科 ﾀｲｻﾝｼﾞｾｲｹｲｹﾞｶ 799-2662 愛媛県松山市太山寺町９１２番地２１ 089-978-5515
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医科（診療所） 令和4年3月16日 まつうら小児科 ﾏﾂｳﾗｼﾖｳﾆｶ 790-0064 愛媛県松山市愛光町１番８号 089-926-1135

医科（診療所） 令和3年7月14日 たけだ泌尿器科クリニック ﾀｹﾀﾞﾋﾆﾖｳｷｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 089-970-6050

医科（診療所） 令和4年1月20日 長井医院　整形外科・内科 ﾅｶﾞｲｲｲﾝ ｾｲｹｲｹﾞｶ.ﾅｲｶ 790-0864 愛媛県松山市築山町７－１１ 089-947-1808

医科（診療所） 令和4年6月1日 金澤整形外科 ｶﾅｻﾞﾜｾｲｹｲｹﾞｶ 791-1125 愛媛県松山市小村町８７番地６ 089-963-2399

医科（診療所） 令和4年1月4日 河村耳鼻咽喉科クリニック ｶﾜﾑﾗｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｸﾘﾆﾂｸ 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町１１７０番地１ 089-975-7733

医科（診療所） 令和4年5月16日 福井耳鼻咽喉科クリニック ﾌｸｲｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｸﾘﾆﾂｸ 791-8006 愛媛県松山市安城寺町５２３番地１ 089-978-1055

医科（診療所） 令和3年3月18日 大島眼科 ｵｵｼﾏｶﾞﾝｶ 790-0921 愛媛県松山市福音寺２５－１ 089-970-6100

医科（診療所） 令和3年9月18日 喜多岡整形外科クリニック ｷﾀｵｶｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0031 愛媛県松山市雄郡２丁目９－３３ 089-998-6611

医科（診療所） 令和3年10月1日 わたなべ皮ふ科形成外科 ﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾌｶｹｲｾｲｹﾞｶ 790-0056 愛媛県松山市土居田町３１１－７ 089-965-1313

医科（診療所） 令和3年10月1日 宮内皮フ科クリニック ﾐﾔｳﾁﾋﾌｶｸﾘﾆﾂｸ 791-0242 愛媛県松山市北梅本町甲８９９－４ 089-975-6066

医科（診療所） 令和3年9月7日 宮内消化器科内科 ﾐﾔｳﾁｼﾖｳｶｷｶﾅｲｶ 791-0101 愛媛県松山市溝辺町甲６２７番地 089-977-5115

医科（診療所） 令和3年10月1日 松山市急患医療センター ﾏﾂﾔﾏｼｷﾕｳｶﾝｲﾘﾖｳ ｾﾝﾀ- 790-0813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 089-922-1199

医科（診療所） 令和3年7月15日 佐伯皮ふ科・形成外科 ｻｴｷﾋﾌｶ･ｹｲｾｲｹﾞｶ 790-0916 愛媛県松山市束本１丁目６番２２号 089-913-1201

医科（診療所） 令和3年12月20日 ベテル三番町クリニック ﾍﾞﾃﾙｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳｸﾘﾆﾂｸ 790-0003 愛媛県松山市三番町３丁目４－１２ 089-941-1610

医科（診療所） 令和4年6月1日 どい心療内科 ﾄﾞｲｼﾝﾘﾖｳﾅｲｶ 790-0001 愛媛県松山市一番町２丁目５－３０一番町ＳＡＯＲＩビル３Ｆ 089-931-3939

医科（診療所） 令和3年11月15日 たぼ麻酔科クリニック ﾀﾎﾞﾏｽｲｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0942 愛媛県松山市古川北３丁目１９－５ 089-957-7755

医科（診療所） 令和4年4月22日 こおり心療内科 ｺｵﾘｼﾝﾘﾖｳﾅｲｶ 791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１２－３８ 089-911-5530

医科（診療所） 令和3年9月30日 とりかい眼科クリニック ﾄﾘｶｲｶﾞﾝｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0065 愛媛県松山市宮西１丁目３－２９ 089-911-0106

医科（診療所） 令和3年11月1日 佐藤循環器科内科 ｻﾄｳｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶﾅｲｶ 790-0952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０－２５ 089-931-3355

医科（診療所） 令和3年11月1日 道後一万クリニック ﾄﾞｳｺﾞｲﾁﾏﾝｸﾘﾆﾂｸ 790-0844 愛媛県松山市道後一万８番３１号 089-911-0500

医科（診療所） 令和3年11月1日 よつば循環器科クリニック ﾖﾂﾊﾞｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0062 愛媛県松山市南江戸四丁目３番５３号 089-965-2211

医科（診療所） 令和3年11月18日 丸石整形外科医院 ﾏﾙｲｼｾｲｹｲｹﾞｶｲｲﾝ 790-0932 愛媛県松山市東石井３丁目７番１号 089-956-6108

医科（診療所） 令和3年12月1日 おおしろ外科こもれび診療所 ｵｵｼﾛｹﾞｶｺﾓﾚﾋﾞｼﾝﾘﾖｳｼﾞﾖ 790-0046 愛媛県松山市余戸西１丁目１番６号 089-968-8788

医科（診療所） 令和4年1月14日 窪田クリニック消化器科・外科・肛門科 ｸﾎﾞﾀｸﾘﾆﾂｸｼﾖｳｶｷｶｹﾞｶｺｳﾓﾝｶ 790-0941 愛媛県松山市和泉南４－２－３ 089-958-2516

医科（診療所） 令和4年3月1日 田窪リウマチ・整形外科 ﾀｸﾎﾞﾘｳﾏﾁｾｲｹｲｹﾞｶ 790-0962 愛媛県松山市枝松１丁目９番３８号 089-986-7000

医科（診療所） 令和3年12月10日 とみの心臓血管クリニック ﾄﾐﾉｼﾝｿﾞｳｹﾂｶﾝｸﾘﾆﾂｸ 790-0942 愛媛県松山市古川北三丁目３－２７ 089-905-0323

医科（診療所） 令和4年2月8日 整形外科つばさクリニック ｾｲｹｲｹﾞｶﾂﾊﾞｻｸﾘﾆﾂｸ 790-0062 愛媛県松山市南江戸四丁目３番４５号 089-925-2839

医科（診療所） 令和4年3月11日 武田産婦人科医院 ﾀｹﾀﾞｻﾝﾌｼﾞﾝｶｲｲﾝ 790-0821 愛媛県松山市木屋町１丁目５番地１４ 089-924-3553

医科（診療所） 令和4年3月24日 泌尿器科あらきクリニック ﾋﾆﾖｳｷｶｱﾗｷｸﾘﾆﾂｸ 791-8021 愛媛県松山市六軒家町３－２２ 089-907-5200

医科（診療所） 令和3年7月12日 医療法人　弓裕会　日野整形外科医院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｷﾕｳﾕｳｶｲﾋﾉｾｲｹｲｹﾞｶｲｲﾝ 790-0066 愛媛県松山市宮田町９番１号 089-945-6534

医科（診療所） 令和3年12月14日 はた心療内科 ﾊﾀｼﾝﾘﾖｳﾅｲｶ 790-0821 愛媛県松山市木屋町三丁目１３番地１２ 089-927-1015

医科（診療所） 令和3年11月10日 ほこいし医院 ﾎｺｲｼｲｲﾝ 790-0014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 089-931-5811

医科（診療所） 令和4年4月4日 かわさき眼科 ｶﾜｻｷｶﾞﾝｶ 791-8065 愛媛県松山市三杉町１番１号 089-951-6110

医科（診療所） 令和3年10月20日 松下クリニック ﾏﾂｼﾀｸﾘﾆﾂｸ 790-0011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 089-931-3050

医科（診療所） 令和4年6月7日 立命クリニック ﾘﾂﾒｲｸﾘﾆﾂｸ 790-0811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 089-994-8711

医科（診療所） 令和4年3月28日 カメリア内科・糖尿病内科クリニック ｶﾒﾘｱﾅｲｶ ﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0932 愛媛県松山市東石井５丁目７番２２号 089-905-0055

医科（診療所） 令和3年10月1日 村上皮膚科クリニック ﾑﾗｶﾐﾋﾌｶｸﾘﾆﾂｸ 791-8013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 089-926-0155

医科（診療所） 令和4年5月16日 西田泌尿器科クリニック ﾆｼﾀﾞﾋﾆﾖｳｷｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0003 愛媛県松山市三番町５丁目２－８ 089-961-1104
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医科（診療所） 令和4年4月5日 まり子レディースクリニック ﾏﾘｺﾚﾃﾞｲｰｽｸﾘﾆﾂｸ 790-0003 愛媛県松山市三番町四丁目１番７ 089-913-1777

医科（診療所） 令和4年3月28日 にしだわたる糖尿病内科 ﾆｼﾀﾞﾜﾀﾙﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳﾅｲｶ 790-0952 愛媛県松山市朝生田町６丁目４番１号 089-943-1024

医科（診療所） 令和3年9月1日 原循環器科内科クリニック ﾊﾗｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0833 愛媛県松山市祝谷二丁目１２番３２号 089-917-7755

医科（診療所） 令和3年10月20日 村上胃腸内科クリニック ﾑﾗｶﾐｲﾁﾖｳﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0052 愛媛県松山市竹原町１丁目６－５ 089-968-1118

医科（診療所） 令和3年8月1日 松山市医師会診療所 ﾏﾂﾔﾏｼｲｼｶｲｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 790-0035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 089-915-7701

医科（診療所） 令和3年11月10日 星の岡心臓・血管クリニック ﾎｼﾉｵｶｼﾝｿﾞｳ ｹﾂｶﾝｸﾘﾆﾂｸ 790-0932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 089-956-5511

医科（診療所） 令和4年4月28日 心療内科　こころのクリニック　たちばな ｼﾝﾘﾖｳﾅｲｶ ｺｺﾛﾉｸﾘﾆﾂｸ ﾀﾁﾊﾞﾅ 790-0803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 089-933-7700

医科（診療所） 令和4年3月1日 はらだ脳神経外科 ﾊﾗﾀﾞﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶ 790-0911 愛媛県松山市桑原４丁目８－３１ 089-933-2122

医科（診療所） 令和3年12月1日 三世ペインクリニック ﾐﾂﾖﾍﾟｲﾝｸﾘﾆﾂｸ 790-0911 愛媛県松山市桑原１丁目４番４５号 089-934-1374

医科（診療所） 令和3年11月1日 立花クリニック ﾀﾁﾊﾞﾅｸﾘﾆﾂｸ 790-0966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 089-987-6680

医科（診療所） 令和4年5月17日 ふるかわ内科クリニック ﾌﾙｶﾜﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 089-956-7717

医科（診療所） 令和3年10月15日 みゆき眼科 ﾐﾕｷｶﾞﾝｶ 790-0944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 089-957-1555

医科（診療所） 令和3年8月11日 かなえ内科・糖尿病内科クリニック ｶﾅｴﾅｲｶ.ﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 791-0243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 089-909-5554

医科（診療所） 令和4年3月1日 いずみ診療所 ｲｽﾞﾐｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 791-1106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 089-958-6618

医科（診療所） 令和4年3月1日 あさの胃腸内科クリニック ｱｻﾉｲﾁﾖｳﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 089-945-3351

医科（診療所） 令和3年10月20日 あらたま内科・糖尿病内科 ｱﾗﾀﾏﾅｲｶ.ﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳﾅｲｶ 790-0011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 089-909-3533

医科（診療所） 令和3年11月30日 おおの整形外科内科医院 ｵｵﾉｾｲｹｲｹﾞｶﾅｲｶｲｲﾝ 790-0056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 089-973-0112

医科（診療所） 令和3年11月1日 おのクリニック ｵﾉｸﾘﾆﾂｸ 791-0242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 089-975-0091

医科（診療所） 令和4年6月1日 やいた内科・内視鏡クリニック ﾔｲﾀﾅｲｶ ﾅｲｼｷﾖｳｸﾘﾆﾂｸ 790-0903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 089-977-7149

医科（診療所） 令和3年10月1日 松岡婦人科クリニック ﾏﾂｵｶﾌｼﾞﾝｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0905 愛媛県松山市樽味二丁目８番３０号 089-932-3355

医科（診療所） 令和4年4月11日 七色心療クリニック ﾅﾅｲﾛｼﾝﾘﾖｳｸﾘﾆﾂｸ 790-0814 愛媛県松山市味酒１丁目３番地四国ガス第２ビル１階 089-947-7716

医科（診療所） 令和3年11月1日 医療法人幸友会岡本眼科クリニック ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｺｳﾕｳｶｲｵｶﾓﾄｶﾞﾝｶｸﾘﾆﾂ 790-0067 愛媛県松山市大手町２丁目７番１７号 0899-41-4838

医科（診療所） 令和3年12月1日 一色眼科 ｲﾂｼｷｶﾞﾝｶ 790-0963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 0899-32-1105

医科（診療所） 令和3年9月20日 上田内科 ｳｴﾀﾞﾅｲｶ 791-1105 愛媛県松山市北土居３丁目１５－１２ 089-957-5557

医科（診療所） 令和3年9月29日 地方職員共済組合愛媛診療所 ﾁﾎｳｼﾖｸｲﾝｷﾖｳｻﾞｲｴﾋﾒｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 790-0001 愛媛県松山市一番町４丁目４－２　県庁内 089-941-2111

医科（診療所） 令和4年1月12日 みねおい内科・循環器内科医院 ﾐﾈｵｲﾅｲｶｼﾞﾕﾝｶﾝｷﾅｲｶｲｲﾝ 790-0051 愛媛県松山市生石町４７２ 089-932-1202

医科（診療所） 令和3年11月19日 医療法人清友会清水医院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｾｲﾕｳｶｲｼﾐｽﾞｲｲﾝ 791-8025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 089-922-1500

医科（診療所） 令和4年2月17日 河田外科脳神経外科医院 ｶﾜﾀﾞｹﾞｶﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶｲｲﾝ 791-8021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 089-924-1590

医科（診療所） 令和4年4月4日 志摩整形外科 ｼﾏｾｲｹｲｹﾞｶ 791-8002 愛媛県松山市谷町甲５３―１ 089-979-6116

医科（診療所） 令和4年1月28日 白形医院 ｼﾗｶﾀｲｲﾝ 799-2656 愛媛県松山市和気町１－８１ 089-978-0145

医科（診療所） 令和3年9月24日 田原医院 ﾀﾊﾗｲｲﾝ 790-0822 愛媛県松山市高砂町３丁目１１５－５ 089-922-5461

医科（診療所） 令和3年5月14日 三宅内科胃腸科 ﾐﾔｹﾅｲｶｲﾁﾖｳｶ 790-0056 愛媛県松山市土居田町５８―３ 089-932-6262

医科（診療所） 令和3年10月18日 須賀医院 ｽｶﾞｲｲﾝ 790-0003 愛媛県松山市三番町４丁目２－５ 089-931-1242

医科（診療所） 令和4年2月16日 医療法人　岩崎内科 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝ ｲﾜｻｷﾅｲｶ 790-0822 愛媛県松山市高砂町１丁目３の９ 089-925-6005

医科（診療所） 令和3年7月27日 さなだ眼科 ｻﾅﾀﾞｶﾞﾝｶ 791-8005 愛媛県松山市東長戸１丁目８番６号 089-926-3377

医科（診療所） 令和3年10月20日 沢原産婦人科皮フ科 ｻﾜﾊﾗｻﾝﾌｼﾞﾝｶﾋﾌｶ 791-8067 愛媛県松山市古三津５丁目４番３４号 089-951-0311

医科（診療所） 令和4年2月4日 平松循環器科内科 ﾋﾗﾏﾂｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶﾅｲｶ 790-0012 愛媛県松山市湊町２丁目１番１２号 089-943-2570

医科（診療所） 令和3年10月1日 医療法人　束村内科医院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝ ﾂｶﾑﾗﾅｲｶｲｲﾝ 791-8053 愛媛県松山市若葉町７の２１ 089-951-2520
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医科（診療所） 令和3年10月1日 桜井眼科 ｻｸﾗｲｶﾞﾝｶ 799-1522 愛媛県今治市桜井２丁目６番２３号 0898-47-1572

医科（診療所） 令和3年11月1日 宮窪診療所 ﾐﾔｸﾎﾞｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 794-2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪５２５０番地の１ 0897-86-3331

医科（診療所） 令和3年11月16日 医療法人たくぼ眼科 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾀｸﾎﾞｶﾞﾝｶ 794-0043 愛媛県今治市南宝来町３丁目２番地９ 0898-25-1230

医科（診療所） 令和3年7月13日 武田脳神経外科 ﾀｹﾀﾞﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶ 794-0811 愛媛県今治市南高下町三丁目２番１０号 0898-25-6417

医科（診療所） 令和4年5月23日 くろみつクリニック ｸﾛﾐﾂｸﾘﾆﾂｸ 794-0826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 0898-32-1101

医科（診療所） 令和3年11月1日 かいはらクリニック ｶｲﾊﾗｸﾘﾆﾂｸ 794-0811 愛媛県今治市南高下町三丁目２番８号 0898-33-7770

医科（診療所） 令和3年10月25日 井出内科 ｲﾃﾞﾅｲｶ 794-0015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 0898-32-2866

医科（診療所） 令和3年6月21日 Ｇクリニック ｼﾞｰｸﾘﾆﾂｸ 794-0055 愛媛県今治市中日吉町二丁目３番地２５ 0898-33-0024

医科（診療所） 令和4年5月31日 ひねのクリニック ﾋﾈﾉｸﾘﾆﾂｸ 794-0062 愛媛県今治市馬越町四丁目４番１号 0898-32-8686

医科（診療所） 令和3年10月4日 片木脳神経外科 ｶﾀｷﾞﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶ 794-0065 愛媛県今治市別名２７４ 0898-22-1102

医科（診療所） 令和4年5月20日 まつもとクリニック ﾏﾂﾓﾄｸﾘﾆﾂｸ 794-0025 愛媛県今治市大正町３－６－１０ 0898-22-7353

医科（診療所） 令和4年6月9日 河野整形外科クリニック ｺｳﾉｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 798-0060 愛媛県宇和島市丸之内３丁目１番１号 0895-22-1822

医科（診療所） 令和3年12月15日 清岡眼科 ｷﾖｵｶｶﾞﾝｶ 798-0013 愛媛県宇和島市御幸町２丁目５番５号 0895-20-1188

医科（診療所） 令和3年10月20日 ますだクリニック ﾏｽﾀﾞｸﾘﾆﾂｸ 798-0024 愛媛県宇和島市伊吹町字シツソウ甲１１５５－７ 0895-23-6611

医科（診療所） 令和4年4月28日 友松外科・胃腸科 ﾄﾓﾏﾂｹﾞｶｲﾁﾖｳｶ 798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 0895-22-0410

医科（診療所） 令和3年11月15日 矢野脳神経外科医院 ﾔﾉﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶｲｲﾝ 796-8003 愛媛県八幡浜市古町１丁目６番１２号 0894-23-0210

医科（診療所） 令和4年2月1日 川上診療所 ｶﾜｶﾐｼﾝﾘﾖｳｼﾞﾖ 796-8050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲３２５番６ 0894-24-5116

医科（診療所） 令和4年2月1日 穴井診療所 ｱﾅｲｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 796-8054 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地４０１ 0894-28-0024

医科（診療所） 令和3年10月18日 にしわき眼科クリニック ﾆｼﾜｷｶﾞﾝｶｸﾘﾆﾂｸ 796-0031 愛媛県八幡浜市江戸岡１－４－５ 0894-20-0600

医科（診療所） 令和4年3月1日 柳田脳神経外科 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶ 796-0031 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目７番１０号 0894-20-8200

医科（診療所） 令和4年2月1日 真網代診療所 ﾏｱｼﾞﾛｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 796-8053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 0894-28-0717

医科（診療所） 令和3年8月26日 にしむら整形外科 ﾆｼﾑﾗｾｲｹｲｹﾞｶ 796-0037 愛媛県八幡浜市昭和通１５１０番地１３９ 0894-35-7111

医科（診療所） 令和4年4月26日 吉井整形外科 ﾖｼｲｾｲｹｲｹﾞｶ 792-0862 愛媛県新居浜市沢津町三丁目１番８号 0897-33-4410

医科（診療所） 令和3年9月1日 伊藤整形外科クリニック ｲﾄｳｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 0897-37-7335

医科（診療所） 令和4年1月11日 田坂外科医院 ﾀｻｶｹﾞｶｲｲﾝ 792-0842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 0897-41-7055

医科（診療所） 令和4年5月16日 やかた耳鼻科クリニック ﾔｶﾀｼﾞﾋﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0866 愛媛県新居浜市宇高町２丁目１番４７号 0897-33-4187

医科（診療所） 令和4年3月18日 はやし外科クリニック ﾊﾔｼｹﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 0897-41-0801

医科（診療所） 令和4年2月21日 知元医院 ﾁﾓﾄｲｲﾝ 792-0881 愛媛県新居浜市松神子４丁目１－１０ 0897-45-1525

医科（診療所） 令和4年3月1日 井石内科医院 ｲｲｼﾅｲｶｲｲﾝ 792-0011 愛媛県新居浜市西原町１丁目１番６５号 0897-32-5370

医科（診療所） 令和4年4月20日 新谷ウィメンズクリニック ｼﾝﾀﾆｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆﾂｸ 792-0025 愛媛県新居浜市一宮町１丁目１２－５６ 0897-37-2688

医科（診療所） 令和4年3月15日 医療法人胃腸科内科松村クリニック ｲ)ｲﾁﾖｳｶﾅｲｶﾏﾂﾑﾗｸﾘﾆﾂｸ 792-0841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 0897-66-1555

医科（診療所） 令和3年10月20日 くろみつ眼科 ｸﾛﾐﾂｶﾞﾝｶ 792-0031 愛媛県新居浜市高木町４－７ 0897-31-5515

医科（診療所） 令和4年4月26日 皮フ科はらだクリニック ﾋﾌｶﾊﾗﾀﾞｸﾘﾆﾂｸ 792-0046 愛媛県新居浜市上原３丁目１番２９号 0897-43-3210

医科（診療所） 令和3年11月26日 中山皮膚科クリニック ﾅｶﾔﾏﾋﾌｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0012 愛媛県新居浜市中須賀町１丁目６番１０号 0897-32-9062

医科（診療所） 令和3年7月16日 いしまる皮ふ科 ｲｼﾏﾙﾋﾌｶ 792-0041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目７番８号 0897-40-7711

医科（診療所） 令和4年1月28日 たなか内科クリニック ﾀﾅｶﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0045 愛媛県新居浜市中萩町１－３８ 0897-40-2710

医科（診療所） 令和4年4月28日 かとうクリニック ｶﾄｳｸﾘﾆﾂｸ 792-0856 愛媛県新居浜市船木甲４３２２番地２ 0897-40-2400

医科（診療所） 令和4年1月13日 こんどう心療内科 ｺﾝﾄﾞｳｼﾝﾘﾖｳﾅｲｶ 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町２丁目５－１４ 0897-37-3888
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医科（診療所） 令和4年5月1日 西の土居あらいクリニック ﾆｼﾉﾄﾞｲｱﾗｲｸﾘﾆﾂｸ 792-0035 愛媛県新居浜市西の土居町１丁目８番５号 0897-66-7056

医科（診療所） 令和4年1月26日 山本小児科クリニック ﾔﾏﾓﾄｼﾖｳﾆｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0022 愛媛県新居浜市徳常町９番１９号 0897-35-2115

医科（診療所） 令和4年4月8日 大橋胃腸肛門科外科医院 ｵｵﾊｼｲﾁﾖｳｺｳﾓﾝｶｹﾞｶｲｲﾝ 792-0856 愛媛県新居浜市船木甲４４６３－１ 0897-41-8101

医科（診療所） 令和3年12月29日 田所耳鼻咽喉科 ﾀﾄﾞｺﾛｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 792-0022 愛媛県新居浜市徳常町９番２６号 0897-32-9471

医科（診療所） 令和4年4月14日 あぜち内科 ｱｾﾞﾁﾅｲｶ 793-0043 愛媛県西条市樋之口４３８－６ 0897-52-1630

医科（診療所） 令和4年1月28日 としもり内科 ﾄｼﾓﾘﾅｲｶ 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 0897-53-6300

医科（診療所） 令和3年11月26日 福田医院 ﾌｸﾀﾞｲｲﾝ 791-0502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 0898-68-7243

医科（診療所） 令和3年9月21日 松田循環器科内科 ﾏﾂﾀﾞｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶﾅｲｶ 799-1353 愛媛県西条市三津屋南１３番地５０ 0898-76-1117

医科（診療所） 令和4年5月20日 公益財団法人正光会周桑こころのクリニック ｼﾖｳｺｳｶｲｼﾕｳｿｳｺｺﾛﾉｸﾘﾆﾂｸ 791-0502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７４番地１ 0898-68-5335

医科（診療所） 令和3年10月8日 しらかた皮フ科クリニック ｼﾗｶﾀﾋﾌｶｸﾘﾆﾂｸ 793-0023 愛媛県西条市明屋敷５６２番地３ 0897-55-1511

医科（診療所） 令和3年7月14日 あおのクリニック ｱｵﾉｸﾘﾆﾂｸ 793-0053 愛媛県西条市洲之内字上郷甲１７０番地１ 0897-52-1155

医科（診療所） 令和3年10月4日 じょうとく内科クリニック ｼﾞﾖｳﾄｸﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 793-0041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番地１ 0897-58-2233

医科（診療所） 令和3年10月20日 みやざきメンタルクリニック ﾐﾔｻﾞｷﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆﾂｸ 793-0030 愛媛県西条市大町１６９９番地３エストソレイユ紺屋町２０４ 0897-47-5255

医科（診療所） 令和4年6月1日 土岐医院 ﾄｷｲｲﾝ 793-0041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 0897-56-2090

医科（診療所） 令和4年5月18日 山元眼科 ﾔﾏﾓﾄｶﾞﾝｶ 793-0030 愛媛県西条市大町６４５－３ 0897-55-0155

医科（診療所） 令和4年4月7日 大久保内科クリニック ｵｵｸﾎﾞﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 795-0041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 0893-26-1131

医科（診療所） 令和3年11月1日 西原耳鼻咽喉科 ﾆｼﾊﾗｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 795-0064 愛媛県大洲市東大洲１４０番地１ 0893-23-3366

医科（診療所） 令和4年3月18日 大洲市国民健康保険河辺診療所 ｵｵｽﾞｼｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝｶﾜﾍﾞｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 797-1601 愛媛県大洲市河辺町植松４２８番地 0893-39-2010

医科（診療所） 令和3年9月22日 てらおか内科クリニック ﾃﾗｵｶﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 795-0052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 0893-24-3306

医科（診療所） 令和4年6月10日 東若宮中川脳神経外科クリニック ﾋｶﾞｼﾜｶﾐﾔﾅｶｶﾞﾜﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 795-0065 愛媛県大洲市東若宮８番地７ 0893-59-4750

医科（診療所） 令和4年2月26日 おち内科クリニック ｵﾁﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 795-0052 愛媛県大洲市若宮９８５番地１ 0893-59-0707

医科（診療所） 令和4年1月15日 大西内科医院 ｵｵﾆｼﾅｲｶｲｲﾝ 799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３番地 0896-56-2018

医科（診療所） 令和4年1月18日 井上整形外科クリニック ｲﾉｳｴｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 799-0112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 0896-58-8700

医科（診療所） 令和4年4月25日 川崎会中央クリニック ｶﾜｻｷｶｲﾁﾕｳｵｳｸﾘﾆﾂｸ 799-0405 愛媛県四国中央市三島中央４丁目１２番２３号 0896-24-5012

医科（診療所） 令和3年10月19日 高木耳鼻咽喉科 ﾀｶｷﾞｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町６８１番地１ 0896-23-2355

医科（診療所） 令和4年4月26日 医療法人柏寿会福田医院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾊｸｼﾞﾕｶｲﾌｸﾀﾞｲｲﾝ 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町４３５－１ 0896-23-2188

医科（診療所） 令和4年5月12日 きはら整形外科 ｷﾊﾗｾｲｹｲｹﾞｶ 799-3113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 089-989-7711

医科（診療所） 令和4年3月23日 もりのぶ整形外科 ﾓﾘﾉﾌﾞｾｲｹｲｹﾞｶ 799-3111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 089-987-1411

医科（診療所） 令和3年9月1日 永井クリニック ﾅｶﾞｲｸﾘﾆﾂｸ 799-3114 愛媛県伊予市灘町６６番地 089-982-0009

医科（診療所） 令和4年3月20日 医療法人萠生会稲田内科医院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾎｳｾｲｶｲｲﾅﾀﾞﾅｲｶｲｲﾝ 799-3111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 089-983-3003

医科（診療所） 令和3年9月6日 北条フェニックス脳神経外科 ﾎｳｼﾞﾖｳﾌｴﾆﾂｸｽﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶ 799-2430 愛媛県松山市北条辻６０９番地１ 089-960-2500

医科（診療所） 令和3年10月27日 飯尾皮フ科泌尿器科 ｲｲｵﾋﾌｶﾋﾆﾖｳｷｶ 799-1371 愛媛県西条市周布７８２番地 0898-64-5577

医科（診療所） 令和3年11月15日 宮内メンタルクリニック ﾐﾔｳﾁﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆﾂｸ 799-0112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙１７番地１ヴィラ・グリーンヒルズ２　１階 0896-72-7800

医科（診療所） 令和3年7月3日 すずき眼科クリニック ｽｽﾞｷｶﾞﾝｶｸﾘﾆﾂｸ 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６２６番地１ 0896-59-1110

医科（診療所） 令和4年1月14日 こころの診療所　いぶき ｺｺﾛﾉｼﾝﾘﾖｳｼﾖ ｲﾌﾞｷ 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町７５５番２ 0896-22-3725

医科（診療所） 令和3年10月20日 西予市国民健康保険土居診療所 ｾｲﾖｼｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾄﾞｲｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 797-1701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 0894-83-0031

医科（診療所） 令和3年10月20日 西予市国民健康保険二及診療所 ｾｲﾖｼｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾆｷﾞﾕｳｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 796-0903 愛媛県西予市三瓶町二及２番耕地６８４番地１ 0894-33-3140

医科（診療所） 令和4年5月28日 おか医院 ｵｶｲｲﾝ 797-1211 愛媛県西予市野村町阿下７号１７番地１ 0894-72-3456
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医療機関区分 運用開始日 医療機関名称（漢字） 医療機関名称（カナ） 郵便番号 住所 電話番号

医科（診療所） 令和3年10月20日 西予市国民健康保険周木診療所 ｾｲﾖｼｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝｼﾕｳｷｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 796-0901 愛媛県西予市三瓶町周木６番耕地２２９番地１ 0894-33-0291

医科（診療所） 令和3年9月30日 いわもと婦人科クリニック ｲﾜﾓﾄﾌｼﾞﾝｶｸﾘﾆﾂｸ 797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目２７５－２ 0894-89-3223

医科（診療所） 令和3年10月26日 たけもと整形外科クリニック ﾀｹﾓﾄｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆﾂｸ 791-0216 愛媛県東温市野田２丁目１００番地２ 089-955-5888

医科（診療所） 令和3年10月20日 こばやし内科クリニック ｺﾊﾞﾔｼﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 791-0216 愛媛県東温市野田二丁目１０２番２ 089-960-5311

医科（診療所） 令和3年9月10日 さとう耳鼻咽喉科クリニック ｻﾄｳｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｸﾘﾆﾂｸ 791-0204 愛媛県東温市志津川１５６０番地１ 089-990-1133

医科（診療所） 令和3年10月28日 いずみ内科循環器クリニック ｲｽﾞﾐﾅｲｶｼﾞﾕﾝｶﾝｷｸﾘﾆﾂｸ 791-0206 愛媛県東温市志津川南一丁目１－２ 089-961-1195

医科（診療所） 令和4年3月22日 相引医院 ｱｲﾋﾞｷｲｲﾝ 799-0712 愛媛県四国中央市土居町入野６８６ 0896-74-3127

医科（診療所） 令和4年3月1日 斎藤クリニック ｻｲﾄｳｸﾘﾆﾂｸ 794-2104 愛媛県今治市吉海町仁江１６の２ 0897-84-4333

医科（診療所） 令和3年10月1日 秦医院 ﾊﾀｲｲﾝ 794-2506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７－５ 0897-77-2074

医科（診療所） 令和3年9月28日 池川内科・神経内科 ｲｹｶﾞﾜﾅｲｶｼﾝｹｲﾅｲｶ 791-0204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 089-964-7787

医科（診療所） 令和4年2月25日 西野内科クリニック ﾆｼﾉﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 791-0213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 089-964-2200

医科（診療所） 令和4年1月4日 高瀬内科胃腸科 ﾀｶｾﾅｲｶｲﾁﾖｳｶ 791-3162 愛媛県伊予郡松前町大字出作５３９－１ 089-984-8980

医科（診療所） 令和3年8月26日 西原耳鼻咽喉科 ﾆｼﾊﾗｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 791-3141 愛媛県伊予郡松前町大字恵久美８１１番地１ 089-985-2511

医科（診療所） 令和4年5月23日 西尾眼科 ﾆｼｵｶﾞﾝｶ 791-3102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田１８５番地５ 089-985-2122

医科（診療所） 令和4年5月1日 武智ひ尿器科・内科 ﾀｹﾁﾋﾆﾖｳｷｶﾅｲｶ 791-3141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７１１ 089-960-3555

医科（診療所） 令和3年11月15日 医療法人順風会八倉医院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾕﾝﾌﾟｳｶｲﾔｸﾗｲｲﾝ 791-2112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５－１ 089-958-1555

医科（診療所） 令和3年10月25日 木谷耳鼻咽喉科 ｷﾀﾆｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 791-2114 愛媛県伊予郡砥部町麻生１－３ 089-958-8741

医科（診療所） 令和4年3月28日 中川内科 ﾅｶｶﾞﾜﾅｲｶ 791-2101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 089-956-0600

医科（診療所） 令和4年1月25日 永松内科医院 ﾅｶﾞﾏﾂﾅｲｶｲｲﾝ 796-0201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 0894-36-0224

医科（診療所） 令和4年4月1日 伊方町国民健康保険九町診療所 ｲｶﾀﾁﾖｳｺｸﾎｸﾁﾖｳｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 796-0421 愛媛県西宇和郡伊方町九町１番耕地５９７番地１ 0894-39-1050

医科（診療所） 令和4年4月1日 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 ｲｶﾀﾁﾖｳｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝｾﾄｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 796-0502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙２５８７番地 0894-29-8811

医科（診療所） 令和4年4月1日 伊方町国民健康保険串診療所 ｲｶﾀﾁﾖｳｺｸﾎ ｸｼｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 796-0822 愛媛県西宇和郡伊方町串４６６番地 0894-56-0032

医科（診療所） 令和4年4月15日 あじき医院 ｱｼﾞｷｲｲﾝ 797-0201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 0894-64-0331

医科（診療所） 令和3年6月7日 大野内科医院 ｵｵﾉﾅｲｶｲｲﾝ 798-1344 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８・６１９番地 0895-45-0141

医科（診療所） 令和3年5月14日 松野町国民健康保険中央診療所 ﾏﾂﾉﾁﾖｳｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾁﾕｳｵｳｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 798-2102 愛媛県北宇和郡松野町大字延野々１４０６番地４ 0895-42-0707

医科（診療所） 令和4年6月9日 いしむら整形外科 ｲｼﾑﾗｾｲｹｲｹﾞｶ 798-1351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良４２９８番地１ 0895-20-6635

医科（診療所） 令和3年12月23日 鬼北町国民健康保険愛治診療所 ｷﾎｸﾁﾖｳｺｸﾎｱｲｼﾞｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 798-1373 愛媛県北宇和郡鬼北町大字清水９７０番地１ 0895-46-0005

医科（診療所） 令和3年12月17日 鬼北町国民健康保険小倉診療所 ｷﾎｸﾁﾖｳｺｸﾎｵｸﾞﾜｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 798-1321 愛媛県北宇和郡鬼北町大字小倉８６９番地１ 0895-47-0202

医科（診療所） 令和3年12月17日 鬼北町国民健康保険三島診療所 ｷﾎｸﾁﾖｳｺｸﾎﾐｼﾏｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 798-1311 愛媛県北宇和郡鬼北町大字小松１５１１番地 0895-48-0074

医科（診療所） 令和3年12月8日 鬼北町国民健康保険日吉診療所 ｷﾎｸﾁﾖｳｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾋﾖｼｼﾝﾘﾖｳｼﾖ 798-1502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山２９９番地 0895-44-2250

医科（診療所） 令和4年5月18日 岡沢クリニック ｵｶｻﾞﾜｸﾘﾆﾂｸ 798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 0895-70-1511

歯科（診療所） 令和3年12月16日 高須賀歯科医院 ﾀｶｽｶｼｶｲｲﾝ 791-8005 愛媛県松山市東長戸４丁目２番５号 089-923-6480

歯科（診療所） 令和4年4月20日 是沢歯科医院 ｺﾚｻﾜｼｶｲｲﾝ 790-0913 愛媛県松山市畑寺４丁目１１－３２ 089-976-1148

歯科（診療所） 令和4年1月28日 田渕歯科医院 ﾀﾌﾞﾁｼｶｲｲﾝ 790-0067 愛媛県松山市大手町２丁目６－２３　大手町ビル２Ｆ 089-921-2250

歯科（診療所） 令和4年1月26日 木村歯科 ｷﾑﾗｼｶ 790-0924 愛媛県松山市南久米町５６７－５ 089-970-1800

歯科（診療所） 令和4年3月3日 武西歯科医院 ﾀｹﾆｼｼｶｲｲﾝ 791-1105 愛媛県松山市北井門町１丁目１０番１２号 089-957-8841

歯科（診療所） 令和4年4月1日 宮本歯科 ﾐﾔﾓﾄｼｶ 790-0032 愛媛県松山市土橋町２０－８ 089-945-6489

歯科（診療所） 令和3年9月21日 二宮矯正歯科医院 ﾆﾉﾐﾔｷﾖｳｾｲｼｶｲｲﾝ 790-0011 愛媛県松山市千舟町７－１０－１ 089-921-3111
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歯科（診療所） 令和4年5月25日 いなば歯科医院 ｲﾅﾊﾞｼｶｲｲﾝ 790-0903 愛媛県松山市東野５丁目４－６ 089-977-3777

歯科（診療所） 令和4年3月15日 ホワイト歯科 ﾎﾜｲﾄｼｶ 791-8053 愛媛県松山市若葉町８番４０号 089-953-5252

歯科（診療所） 令和4年4月18日 武田歯科医院 ﾀｹﾀﾞｼｶｲｲﾝ 791-0243 愛媛県松山市平井町２２７０ヴィラクレール１Ｆ 089-975-9099

歯科（診療所） 令和3年7月28日 堀内歯科医院 ﾎﾘｳﾁｼｶｲｲﾝ 790-0038 愛媛県松山市和泉北二丁目５－１５ 089-935-8888

歯科（診療所） 令和3年9月2日 たかのこ歯科 ﾀｶﾉｺｼｶ 790-0925 愛媛県松山市鷹子町５５０－１０ 089-990-8888

歯科（診療所） 令和3年7月2日 はじめ歯科医院 ﾊｼﾞﾒｼｶｲｲﾝ 790-0942 愛媛県松山市古川北３丁目１４－１７ 089-905-1177

歯科（診療所） 令和4年2月16日 小笠原歯科 ｵｶﾞｻﾜﾗｼｶ 799-2651 愛媛県松山市堀江町甲９１７－１０ 089-978-0008

歯科（診療所） 令和4年2月17日 アップル歯科医院 ｱﾂﾌﾟﾙｼｶｲｲﾝ 790-0062 愛媛県松山市南江戸５丁目４－８ 089-926-1811

歯科（診療所） 令和3年9月22日 たなべ歯科クリニック ﾀﾅﾍﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 791-8042 愛媛県松山市南吉田町１８０１－６ 089-974-8111

歯科（診療所） 令和4年4月5日 西田歯科医院 ﾆｼﾀﾞｼｶｲｲﾝ 790-0811 愛媛県松山市本町４丁目２－５ 089-925-2012

歯科（診療所） 令和3年12月1日 佐々木歯科 ｻｻｷｼｶ 790-0925 愛媛県松山市鷹子町２４３番地８ 089-970-1234

歯科（診療所） 令和3年10月4日 ふな歯科クリニック ﾌﾅｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0837 愛媛県松山市道後湯月町４－１４ 089-943-0118

歯科（診療所） 令和3年10月1日 そらまめ歯科クリニック ｿﾗﾏﾒｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0916 愛媛県松山市束本一丁目５－３０ 089-998-6411

歯科（診療所） 令和3年12月2日 長谷川歯科医院 ﾊｾｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 799-2431 愛媛県松山市北条７７１番地７ 089-992-3768

歯科（診療所） 令和4年5月24日 ふみお歯科クリニック ﾌﾐｵｼｶｸﾘﾆﾂｸ 791-8007 愛媛県松山市高木町１１１番地１ 089-978-9888

歯科（診療所） 令和3年10月15日 パールデンタルクリニック ﾊﾟｰﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆﾂｸ 799-2655 愛媛県松山市馬木町２２４２番地 089-979-7755

歯科（診療所） 令和4年3月22日 よしず歯科クリニック ﾖｼｽﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0905 愛媛県松山市樽味二丁目１番１９号 089-934-1296

歯科（診療所） 令和3年9月10日 いけだ歯科クリニック ｲｹﾀﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 799-2654 愛媛県松山市内宮町１５番地１ 089-978-1188

歯科（診療所） 令和4年4月1日 ほりえ歯科 ﾎﾘｴｼｶ 799-2651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 089-960-4618

歯科（診療所） 令和4年3月1日 正岡歯科医院 ﾏｻｵｶｼｶｲｲﾝ 790-0942 愛媛県松山市古川北１丁目１０－２６ 089-958-5522

歯科（診療所） 令和4年1月4日 東山歯科クリニック ﾋｶﾞｼﾔﾏｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 089-914-8110

歯科（診療所） 令和4年4月15日 ふたば歯科クリニック ﾌﾀﾊﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 791-8032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 089-989-1184

歯科（診療所） 令和4年2月22日 垂水歯科医院 ﾀﾙﾐｼｶｲｲﾝ 790-0047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 089-972-1611

歯科（診療所） 令和3年10月12日 いのうえ歯科 ｲﾉｳｴｼｶ 790-0966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１Ｆ 089-968-1820

歯科（診療所） 令和4年4月1日 黒川歯科医院 ｸﾛｶﾜｼｶｲｲﾝ 790-0913 愛媛県松山市畑寺二丁目７番５号 089-932-8020

歯科（診療所） 令和4年4月1日 田窪歯科医院 ﾀｸﾎﾞｼｶｲｲﾝ 790-0002 愛媛県松山市二番町三丁目４番地１７ 089-941-4602

歯科（診療所） 令和3年10月1日 医療法人順風会　天山歯科クリニック ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾕﾝﾌﾟｳｶｲ ｱﾏﾔﾏｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0951 愛媛県松山市天山二丁目４番１７号 089-935-8020

歯科（診療所） 令和4年4月1日 パークサイド歯科 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｼｶ 790-0854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 089-986-7888

歯科（診療所） 令和4年3月18日 なのはな歯科クリニック ﾅﾉﾊﾅｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 089-993-5111

歯科（診療所） 令和3年8月19日 寺川歯科クリニック ﾃﾗｶﾜｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２　ミツワ市駅西ビル１階 089-948-3381

歯科（診療所） 令和4年2月24日 末光歯科医院 ｽｴﾐﾂｼｶｲｲﾝ 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 089-976-6480

歯科（診療所） 令和4年3月1日 長谷川歯科医院 ﾊｾｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 791-8022 愛媛県松山市美沢二丁目６番２３号 089-925-7600

歯科（診療所） 令和4年3月14日 あいはら歯科クリニック ｱｲﾊﾗｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0952 愛媛県松山市朝生田町四丁目４番３２号 089-910-0727

歯科（診療所） 令和4年1月13日 いい歯科クリニック ｲｲｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 089-972-8811

歯科（診療所） 令和3年11月1日 つづき歯科医院 ﾂﾂﾞｷｼｶｲｲﾝ 790-0924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 089-976-1314

歯科（診療所） 令和3年11月11日 医療法人　どんぐり歯科クリニック ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝ ﾄﾞﾝｸﾞﾘｼｶｸﾘﾆﾂｸ 791-8017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 089-989-5838

歯科（診療所） 令和4年3月11日 石井歯科 ｲｼｲｼｶ 790-0934 愛媛県松山市居相１丁目１２－９ 089-956-4227

歯科（診療所） 令和3年9月1日 松村歯科医院 ﾏﾂﾑﾗｼｶｲｲﾝ 790-0003 愛媛県松山市三番町５丁目１－９ 089-932-3300
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歯科（診療所） 令和4年4月18日 高田矯正歯科クリニック ﾀｶﾀﾞｷﾖｳｾｲｼｶｸﾘﾆﾂｸ 790-0916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 089-915-3200

歯科（診療所） 令和4年2月24日 石川歯科 ｲｼｶﾜｼｶ 791-0101 愛媛県松山市溝辺町甲３２３－１３ 089-977-6555

歯科（診療所） 令和3年10月20日 たにもと歯科 ﾀﾆﾓﾄｼｶ 790-0941 愛媛県松山市和泉南１丁目１６番２３号 089-957-0002

歯科（診療所） 令和4年5月27日 忽那歯科医院 ｸﾂﾅｼｶｲｲﾝ 790-0014 愛媛県松山市柳井町３丁目６－５ 089-932-5155

歯科（診療所） 令和3年9月30日 大谷歯科矯正歯科 ｵｵﾀﾆｼｶｷﾖｳｾｲｼｶ 790-0941 愛媛県松山市和泉南６丁目２番６号 089-957-3252

歯科（診療所） 令和3年7月21日 松本歯科医院 ﾏﾂﾓﾄｼｶｲｲﾝ 790-0925 愛媛県松山市鷹子町８３６番地 089-976-8011

歯科（診療所） 令和4年2月17日 竹内歯科医院 ﾀｹｳﾁｼｶｲｲﾝ 794-0057 愛媛県今治市泉川町１－１－７ 0898-31-8855

歯科（診療所） 令和3年10月22日 中村歯科 ﾅｶﾑﾗｼｶ 799-1511 愛媛県今治市上徳甲４２－４ 0898-47-2112

歯科（診療所） 令和4年1月19日 おおた歯科 ｵｵﾀｼｶ 794-0026 愛媛県今治市別宮町２丁目４－３ 0898-31-6740

歯科（診療所） 令和3年10月20日 野間歯科医院 ﾉﾏｼｶｲｲﾝ 794-0006 愛媛県今治市石井町１－１－７１ 0898-32-8750

歯科（診療所） 令和3年11月17日 小泉歯科医院 ｺｲｽﾞﾐｼｶｲｲﾝ 794-0064 愛媛県今治市小泉４丁目５－１０ 0898-22-8148

歯科（診療所） 令和3年7月15日 広小路歯科医院 ﾋﾛｺｳｼﾞｼｶｲｲﾝ 794-0024 愛媛県今治市共栄町１丁目３番地－６ 0898-24-1212

歯科（診療所） 令和3年9月10日 八木歯科医院 ﾔｷﾞｼｶｲｲﾝ 794-0084 愛媛県今治市延喜乙４７３－２ 0898-31-3124

歯科（診療所） 令和4年1月13日 赤瀬歯科医院 ｱｶｾ ｼｶｲｲﾝ 799-1521 愛媛県今治市古国分２丁目１－１３ 0898-48-3748

歯科（診療所） 令和4年4月1日 たくぼ小児歯科・歯科 ﾀｸﾎﾞｼﾖｳﾆｼｶ･ｼｶ 794-0043 愛媛県今治市南宝来町３丁目２－６ 0898-22-3457

歯科（診療所） 令和3年5月14日 ぜんいち歯科医院 ｾﾞﾝｲﾁｼｶｲｲﾝ 794-0054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２４番１２号 0898-33-4567

歯科（診療所） 令和3年10月1日 久米歯科医院 ｸﾒｼｶｲｲﾝ 794-0028 愛媛県今治市北宝来町２丁目３－１ 0898-33-5588

歯科（診療所） 令和4年5月18日 井出歯科医院 ｲﾃﾞｼｶｲｲﾝ 794-0042 愛媛県今治市旭町１丁目５－７ 0898-22-1034

歯科（診療所） 令和3年10月27日 唐子歯科医院 ｶﾗｺｼｶｲｲﾝ 799-1506 愛媛県今治市東村南１－１０－１６ 0898-47-0466

歯科（診療所） 令和3年10月1日 村上歯科医院 ﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝ 799-2206 愛媛県今治市大西町脇甲８２９－１ 0898-53-5495

歯科（診療所） 令和3年8月23日 ときわ歯科医院 ﾄｷﾜｼｶｲｲﾝ 794-0015 愛媛県今治市常磐町６丁目５番２８号 0898-32-8848

歯科（診療所） 令和3年10月29日 大町歯科クリニック ｵｵﾏﾁｼｶｸﾘﾆﾂｸ 794-0826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 0898-35-4618

歯科（診療所） 令和3年11月12日 きぬぼし歯科 ｷﾇﾎﾞｼｼｶ 794-0813 愛媛県今治市衣干町三丁目２番８号 0898-24-1814

歯科（診療所） 令和3年11月19日 博愛歯科小児・矯正歯科医院 ﾊｸｱｲｼｶｼﾖｳﾆ.ｷﾖｳｾｲｼｶｲｲﾝ 794-0042 愛媛県今治市旭町一丁目５番１８号 0898-22-1124

歯科（診療所） 令和4年6月1日 山上歯科医院 ﾔﾏｶﾞﾐｼｶｲｲﾝ 798-0007 愛媛県宇和島市寿町２丁目２番３号 0895-23-4182

歯科（診療所） 令和3年9月30日 市立宇和島病院 ｼﾘﾂｳﾜｼﾞﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 798-8510 愛媛県宇和島市御殿町１番１号 0895-25-1111

歯科（診療所） 令和4年4月12日 ハーブ歯科 ﾊｰﾌﾞｼｶ 798-0081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 0895-23-4600

歯科（診療所） 令和3年11月18日 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 ｲ)ｼﾝﾎｶｲ ﾏｽﾀﾞｼｶｲｲﾝ 798-0031 愛媛県宇和島市栄町港二丁目２番２５号 0895-23-2255

歯科（診療所） 令和4年4月20日 高岡歯科医院 ﾀｶｵｶｼｶｲｲﾝ 796-0083 愛媛県八幡浜市１５２６－５ 0894-22-0368

歯科（診療所） 令和3年10月15日 王子の森歯科医院 ｵｳｼﾞﾉﾓﾘｼｶｲｲﾝ 796-8010 愛媛県八幡浜市五反田一番耕地１番地２ 0894-24-3122

歯科（診療所） 令和4年2月4日 宇野歯科医院 ｳﾉｼｶｲｲﾝ 792-0886 愛媛県新居浜市郷二丁目甲９００－１ 0897-46-1118

歯科（診療所） 令和4年4月22日 いんなみ森田歯科 ｲﾝﾅﾐﾓﾘﾀｼｶ 792-0023 愛媛県新居浜市繁本町７－４５ 0897-37-6480

歯科（診療所） 令和4年2月10日 白石歯科医院 ｼﾗｲｼｼｶｲｲﾝ 792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜１丁目４番４０号 0897-46-3533

歯科（診療所） 令和3年11月11日 亀川歯科 ｶﾒｶﾞﾜｼｶ 792-0050 愛媛県新居浜市萩生字岸ノ下１１３８番３ 0897-41-8333

歯科（診療所） 令和4年2月18日 加藤歯科 ｶﾄｳｼｶ 792-0035 愛媛県新居浜市西の土居町２丁目１番２号 0897-34-4117

歯科（診療所） 令和4年1月21日 山田歯科クリニック ﾔﾏﾀﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0866 愛媛県新居浜市宇高町２－２－４６ 0897-33-1688

歯科（診療所） 令和3年9月9日 もり歯科 ﾓﾘｼｶ 792-0829 愛媛県新居浜市松木町１－２６ 0897-43-1015

歯科（診療所） 令和4年3月17日 桜木歯科クリニック ｻｸﾗｷﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0865 愛媛県新居浜市桜木町１５－１ 0897-32-6003
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歯科（診療所） 令和3年6月23日 田口歯科 ﾀｸﾞﾁｼｶ 792-0811 愛媛県新居浜市庄内町５丁目２番５１号 0897-37-5550

歯科（診療所） 令和4年4月21日 すぎもり歯科クリニック ｽｷﾞﾓﾘｼｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0008 愛媛県新居浜市王子町３－３ 0897-47-3960

歯科（診療所） 令和4年5月1日 こたに歯科医院 ｺﾀﾆｼｶｲｲﾝ 792-0825 愛媛県新居浜市星原町６番１５号 0897-43-1811

歯科（診療所） 令和3年10月13日 花野歯科クリニック ﾊﾅﾉｼｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 0897-31-8857

歯科（診療所） 令和4年4月15日 青野歯科医院 ｱｵﾉｼｶｲｲﾝ 792-0811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目８番３５号 0897-33-0038

歯科（診療所） 令和4年1月6日 独）労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ﾄﾞｸ)ﾛｳﾄﾞｳｼﾔｹﾝｺｳｱﾝｾﾞﾝｷｺｳｴﾋﾒﾛｳｻｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町１３番２７号 0897-33-6191

歯科（診療所） 令和4年3月10日 松木歯科クリニック ﾏﾂｷｼｶｸﾘﾆﾂｸ 792-0026 愛媛県新居浜市久保田町３－１０－３ 0897-32-3700

歯科（診療所） 令和4年2月15日 近藤歯科医院 ｺﾝﾄﾞｳｼｶｲｲﾝ 793-0030 愛媛県西条市大町字小川８４番１２ 0897-55-1830

歯科（診療所） 令和4年4月5日 たちばな歯科医院 ﾀﾁﾊﾞﾅｼｶｲｲﾝ 793-0065 愛媛県西条市楢木２５１番地の２ 0897-57-8899

歯科（診療所） 令和4年4月15日 さかもと歯科医院 ｻｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１４５９－６ 0897-52-1182

歯科（診療所） 令和3年11月1日 医療法人純歯会にいぼり歯科 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾕﾝｼｶｲﾆｲﾎﾞﾘｼｶ 793-0053 愛媛県西条市洲之内甲３０３－４ 0897-53-8510

歯科（診療所） 令和3年9月21日 清水歯科医院 ｼﾐｽﾞｼｶｲｲﾝ 799-1341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 0898-65-6480

歯科（診療所） 令和4年1月28日 山崎歯科医院 ﾔﾏｻﾞｷｼｶｲｲﾝ 795-0011 愛媛県大洲市柚木３５８番地 0893-23-5478

歯科（診療所） 令和3年10月22日 かげうら歯科医院 ｶｹﾞｳﾗｼｶｲｲﾝ 795-0012 愛媛県大洲市大洲７２０番地 0893-23-3377

歯科（診療所） 令和3年9月9日 有馬歯科医院 ｱﾘﾏｼｶｲｲﾝ 795-0061 愛媛県大洲市徳森２４１３－５ 0893-25-6071

歯科（診療所） 令和3年7月29日 かめだ歯科クリニック ｶﾒﾀﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 795-0065 愛媛県大洲市東若宮４番１ 0893-25-0181

歯科（診療所） 令和3年9月16日 岡本歯科医院 ｵｶﾓﾄｼｶｲｲﾝ 795-0012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 0893-24-4180

歯科（診療所） 令和3年10月1日 医療法人石川歯科 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｲｼｶﾜｼｶ 799-0121 愛媛県四国中央市上分町５２５番地の１ 0896-58-3023

歯科（診療所） 令和3年11月10日 医療法人尚古会　坂歯科 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾖｳｺｶｲ ｻｶｼｶ 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町１８５６番地１２ 0896-58-2004

歯科（診療所） 令和3年10月15日 医療法人坂田歯科医院 ｻｶﾀｼｶｲｲﾝ 799-0405 愛媛県四国中央市三島中央３丁目１３－３０ 0896-23-3522

歯科（診療所） 令和3年5月14日 加地歯科医院 ｶｼﾞｼｶｲｲﾝ 799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町５６４ 0896-23-0880

歯科（診療所） 令和3年8月18日 さくら歯科クリニック ｻｸﾗｼｶｸﾘﾆﾂｸ 799-0431 愛媛県四国中央市寒川町１３３４番地の２１ 0896-28-1293

歯科（診療所） 令和3年7月7日 鎌倉歯科医院 ｶﾏｸﾗｼｶｲｲﾝ 799-0405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目９－２１ 0896-24-2131

歯科（診療所） 令和4年6月1日 あたらし歯科医院 ｱﾀﾗｼｼｶｲｲﾝ 799-3113 愛媛県伊予市米湊８２１番地９ 089-982-2005

歯科（診療所） 令和4年4月6日 たきぐち歯科 ﾀｷｸﾞﾁｼｶ 799-3127 愛媛県伊予市尾崎字天神下７０番８ 089-946-7878

歯科（診療所） 令和4年5月16日 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 799-2430 愛媛県松山市北条辻９２－２ 089-993-0122

歯科（診療所） 令和4年3月2日 古味歯科医院 ｺﾐｼｶｲｲﾝ 799-1341 愛媛県西条市壬生川９２－５ 0898-64-2111

歯科（診療所） 令和4年3月11日 サンデンタルクリニツク ｻﾝﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆﾂｸ 799-1371 愛媛県西条市周布５９９番１ 0898-64-3000

歯科（診療所） 令和3年9月9日 まゆみ歯科クリニック ﾏﾕﾐｼｶｸﾘﾆﾂｸ 799-1302 愛媛県西条市楠甲１４８－４ 0898-66-0880

歯科（診療所） 令和3年11月19日 ほほえみ歯科クリニック ﾎﾎｴﾐｼｶｸﾘﾆﾂｸ 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町字山口屋１２７４番地１ 0896-57-1374

歯科（診療所） 令和3年8月26日 吉井歯科クリニック ﾖｼｲｼｶｸﾘﾆﾂｸ 799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分９９３番地１ 0896-57-1257

歯科（診療所） 令和3年12月6日 長井歯科医院 ﾅｶﾞｲｼｶｲｲﾝ 799-0712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 0896-74-5138

歯科（診療所） 令和3年10月1日 愛媛県立子ども療育センター ｴﾋﾒｹﾝﾘﾂｺﾄﾞﾓﾘﾖｳｲｸｾﾝﾀｰ 791-0212 愛媛県東温市田窪２１３５番地 089-955-5533

歯科（診療所） 令和3年10月20日 藤田歯科医院 ﾌｼﾞﾀｼｶｲｲﾝ 799-0724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎２３３－１ 0896-74-7750

歯科（診療所） 令和4年1月20日 高橋歯科 ﾀｶﾊｼｼｶ 799-0701 愛媛県四国中央市土居町中村１２７６番地１ 0896-74-1184

歯科（診療所） 令和4年2月4日 安藤歯科医院 ｱﾝﾄﾞｳｼｶｲｲﾝ 799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根３０９５ 0896-75-1788

歯科（診療所） 令和3年10月1日 太田歯科医院 ｵｵﾀｼｶｲｲﾝ 799-2203 愛媛県今治市大西町新町４５－６ 0898-53-2008

歯科（診療所） 令和4年6月1日 村上歯科医院 ﾑﾗｶﾐｼｶｲｲﾝ 794-2114 愛媛県今治市吉海町名３０６７番地 0897-84-3618
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歯科（診療所） 令和3年11月12日 石山歯科医院 ｲｼﾔﾏｼｶｲｲﾝ 791-0301 愛媛県東温市南方１８５７－１ 089-966-3435

歯科（診療所） 令和4年4月1日 高橋歯科医院 ﾀｶﾊｼｼｶｲｲﾝ 791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万３３８－２ 0892-21-1182

歯科（診療所） 令和3年9月10日 武西歯科医院 ﾀｹﾆｼｼｶｲｲﾝ 791-3164 愛媛県伊予郡松前町大字中川原字新開１０９番１ 089-984-6480

歯科（診療所） 令和4年4月10日 清水歯科医院 ｼﾐｽﾞｼｶｲｲﾝ 791-3110 愛媛県伊予郡松前町大字浜３９２番地２ 089-985-1183

歯科（診療所） 令和4年5月10日 西田歯科医院 ﾆｼﾀﾞｼｶｲｲﾝ 791-3141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６３４－２ 089-984-3588

歯科（診療所） 令和4年1月25日 愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 ｴﾋﾒｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｸﾘﾆﾂｸｶﾏｸﾗｼｶ 791-3155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉８０６番地 089-984-0002

歯科（診療所） 令和4年3月1日 中矢歯科医院 ﾅｶﾔｼｶｲｲﾝ 791-3152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 089-992-9218

歯科（診療所） 令和3年10月13日 宮田歯科医院 ﾐﾔﾀｼｶｲｲﾝ 799-3202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 089-986-0248

歯科（診療所） 令和4年5月31日 渡部歯科医院 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｶｲｲﾝ 791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内１４００番地 089-962-6471

歯科（診療所） 令和4年5月19日 松居歯科 ﾏﾂｲｼｶ 795-0303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲４４９－２ 0893-43-0123

歯科（診療所） 令和4年4月12日 みよし歯科医院 ﾐﾖｼｼｶｲｲﾝ 796-0907 愛媛県西予市三瓶町朝立８－８５２－１ 0894-33-3633

歯科（診療所） 令和4年2月15日 土居歯科医院 ﾄﾞｲｼｶｲｲﾝ 796-0801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎１０１２番地２ 0894-54-1234

歯科（診療所） 令和4年4月21日 やくしじ歯科医院 ﾔｸｼｼﾞｼｶｲｲﾝ 798-1114 愛媛県宇和島市三間町務田３３１－５ 0895-20-7505

歯科（診療所） 令和4年4月12日 うえはら歯科クリニック ｳｴﾊﾗｼｶｸﾘﾆﾂｸ 798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１８３番地１ 0895-72-5777

歯科（診療所） 令和4年1月13日 たかはし歯科 ﾀｶﾊｼｼｶ 798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９１６－１ 0895-72-5888

歯科（診療所） 令和3年9月3日 一本松歯科医院 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂｼｶｲｲﾝ 798-4406 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－１ 0895-84-3237

薬局 令和3年11月22日 有限会社センター薬局 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼﾔｾﾝﾀ-ﾔﾂｷﾖｸ 791-8076 愛媛県松山市会津町１１ 089-951-2330

薬局 令和4年3月28日 健生薬局中一万店 ｹﾝｾｲﾔﾂｷﾖｸﾅｶｲﾁﾏﾝﾃﾝ 790-0804 愛媛県松山市中一万町６－１２ハウス中一万１階 089-931-5838

薬局 令和4年6月1日 友岡薬局 ﾄﾓｵｶﾔﾂｷﾖｸ 790-0966 愛媛県松山市立花一丁目１番５号 089-921-1006

薬局 令和4年2月3日 トマト薬局西垣生店 ﾄﾏﾄﾔﾂｷﾖｸﾆｼﾊﾌﾞﾃﾝ 791-8044 愛媛県松山市西垣生町７７１番地１１ 089-972-9371

薬局 令和3年7月14日 ティーズ薬局北久米店 ﾃｲ-ｽﾞﾔﾂｷﾖｸｷﾀｸﾒﾃﾝ 790-0923 愛媛県松山市北久米町２４６番地２号 089-970-8550

薬局 令和3年7月14日 ティーズ薬局福音寺店 ﾃｲ-ｽﾞﾔﾂｷﾖｸﾌｸｵﾝｼﾞﾃﾝ 790-0921 愛媛県松山市福音寺町２７－３ 089-975-8839

薬局 令和3年8月26日 アイリス薬局三津店 ｱｲﾘｽﾔﾂｷﾖｸﾐﾂﾃﾝ 791-8053 愛媛県松山市若葉町７－２２ 089-946-8510

薬局 令和3年10月20日 レデイ六軒家調剤薬局 ﾚﾃﾞｲﾛﾂｹﾝﾔﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 791-8021 愛媛県松山市六軒家町４－２４東亜パークビル１Ｆ 089-923-5055

薬局 令和3年12月1日 オレンジ薬局 ｵﾚﾝｼﾞﾔﾂｷﾖｸ 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町１１７０－１ 089-970-6246

薬局 令和3年12月24日 トマト薬局保免店 ﾄﾏﾄﾔﾂｷﾖｸﾎｳﾒﾝﾃﾝ 790-0042 愛媛県松山市保免中三丁目８番２４号 089-971-6200

薬局 令和3年10月20日 レデイ中央調剤薬局 ﾚﾃﾞｲﾁﾕｳｵｳﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0023 愛媛県松山市末広町１０－２ 089-941-0222

薬局 令和4年3月15日 調剤薬局まごころ ﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾏｺﾞｺﾛ 790-0023 愛媛県松山市末広町９番地２ 089-998-7555

薬局 令和3年6月28日 リボン薬局 ﾘﾎﾞﾝﾔﾂｷﾖｸ 790-0026 愛媛県松山市室町７３－２ 089-998-7720

薬局 令和3年9月28日 江戸茂薬局土橋南店 ｴﾄﾞﾓﾔﾂｷﾖｸﾄﾞﾊﾞｼﾐﾅﾐﾃﾝ 790-0032 愛媛県松山市土橋町７－１ 089-998-3660

薬局 令和3年10月20日 レデイ土居調剤薬局 ﾚﾃﾞｲﾄﾞｲﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 791-1115 愛媛県松山市土居町８０５－５ 089-969-0202

薬局 令和3年9月28日 江戸茂薬局本店 ｴﾄﾞﾓﾔﾂｷﾖｸﾎﾝﾃﾝ 790-0032 愛媛県松山市土橋町１８番地１ 089-941-2915

薬局 令和4年6月3日 友岡薬局平井店 ﾄﾓｵｶﾔﾂｷﾖｸﾋﾗｲﾃﾝ 791-0243 愛媛県松山市平井町甲２３５１ 089-975-4688

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　拓川店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾀｸｾﾝﾃﾝ 790-0967 愛媛県松山市拓川町２－３ 089-934-0700

薬局 令和4年3月26日 杖の淵調剤薬局 ｼﾞﾖｳﾉﾌﾞﾁﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 791-1111 愛媛県松山市高井町１２０９番３ 089-955-6331

薬局 令和3年9月28日 かいてき調剤薬局 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0011 愛媛県松山市千舟町１丁目１番地１７大野湊町ビル１階 089-915-3077

薬局 令和3年11月4日 松山ハロー薬局 ﾏﾂﾔﾏﾊﾛｰﾔﾂｷﾖｸ 791-1102 愛媛県松山市来住町１１００－１ 089-955-6616

薬局 令和3年10月7日 かいてき調剤薬局桑原店 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸｸﾜﾊﾞﾗﾃﾝ 790-0911 愛媛県松山市桑原６丁目４番２９号 089-934-7766



12

マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト （令和4年6月12日現在）

医療機関区分 運用開始日 医療機関名称（漢字） 医療機関名称（カナ） 郵便番号 住所 電話番号

薬局 令和3年9月1日 アイリス薬局祝谷店 ｱｲﾘｽﾔﾂｷﾖｸｲﾜｲﾀﾞﾆﾃﾝ 790-0833 愛媛県松山市祝谷二丁目１２番３２号 089-924-8840

薬局 令和3年8月24日 えひめ調剤薬局 ｴﾋﾒﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0023 愛媛県松山市末広町１１番地１１光玉ビル１Ｆ 089-998-6860

薬局 令和3年9月30日 かいてき調剤薬局六軒家店 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾛﾂｹﾝﾔﾃﾝ 791-8021 愛媛県松山市六軒家町３番２４号 089-911-5755

薬局 令和4年4月14日 松山調剤薬局築山店 ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾂｷﾔﾏﾃﾝ 790-0864 愛媛県松山市築山町７－１０ 089-921-0550

薬局 令和3年10月11日 日本調剤松山南薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲﾏﾂﾔﾏﾐﾅﾐﾔﾂｷﾖｸ 790-0952 愛媛県松山市朝生田町一丁目５番１５号 089-998-3051

薬局 令和3年12月10日 トマト薬局北梅本店 ﾄﾏﾄﾔﾂｷﾖｸｷﾀｳﾒﾓﾄﾃﾝ 791-0242 愛媛県松山市北梅本町３３０２番地４ 089-990-3400

薬局 令和3年10月20日 ドレミ薬局はなみずき通り店 ﾄﾞﾚﾐﾔﾂｷﾖｸﾊﾅﾐｽﾞｷﾄﾞｵﾘﾃﾝ 790-0942 愛媛県松山市古川北二丁目１０番３号 089-957-5784

薬局 令和3年6月21日 日本調剤平和通薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲﾍｲﾜﾄﾞｵﾘﾔﾂｷﾖｸ 790-0807 愛媛県松山市平和通１丁目５番地１４Ｆ　フォリスト１階 089-996-7181

薬局 令和4年5月1日 かしま薬局 ｶｼﾏﾔﾂｷﾖｸ 799-2455 愛媛県松山市常竹甲３７８－３ 089-994-7225

薬局 令和3年10月27日 ハッピー薬局 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ 791-8043 愛媛県松山市東垣生町１３５番地４ 089-974-9607

薬局 令和3年10月29日 ハッピー薬局内宮店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸｳﾁﾐﾔﾃﾝ 799-2654 愛媛県松山市内宮町５４９－１ 089-989-0727

薬局 令和3年9月27日 かいてき調剤薬局平井店 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾋﾗｲﾃﾝ 791-0243 愛媛県松山市平井町甲３２３６番地３ 089-960-1363

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　新空港通り店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｼﾝｸｳｺｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 790-0062 愛媛県松山市南江戸四丁目３番３７号 089-917-7050

薬局 令和3年10月28日 ハッピー薬局石手白石店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸｲｼﾃｼﾗｲｼﾃﾝ 790-0902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地３ 089-977-8555

薬局 令和4年3月28日 健生薬局山越店 ｹﾝｾｲﾔﾂｷﾖｸﾔﾏｺﾞｴﾃﾝ 791-8013 愛媛県松山市山越５丁目１３番１４号 089-907-7110

薬局 令和3年9月30日 ハッピー薬局朝生田店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸｱｿｳﾀﾞﾃﾝ 790-0952 愛媛県松山市朝生田町１丁目４番１４号コンフォルトビル１階 089-941-6777

薬局 令和4年4月1日 有限会社久万ノ台薬局 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼﾔｸﾏﾉﾀﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 791-8067 愛媛県松山市古三津３丁目４番１０号 089-953-1550

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　鷹子店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾀｶﾉｺﾃﾝ 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町８３５番地７ 089-990-3336

薬局 令和3年12月24日 トマト薬局　三番町店 ﾄﾏﾄﾔﾂｷﾖｸ ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳﾃﾝ 790-0003 愛媛県松山市三番町三丁目６番地２エービーズスクエア１Ｆ 089-986-8885

薬局 令和4年3月30日 桑の実薬局 ｸﾜﾉﾐﾔﾂｷﾖｸ 790-0911 愛媛県松山市桑原四丁目１６番１３号 089-941-9803

薬局 令和4年3月16日 トップ薬局　太山寺店 ﾄﾂﾌﾟﾔﾂｷﾖｸ ﾀｲｻﾝｼﾞﾃﾝ 799-2662 愛媛県松山市太山寺町１２２４番地５ 089-978-9500

薬局 令和3年9月1日 かいてき調剤薬局枝松店 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸｴﾀﾞﾏﾂﾃﾝ 790-0962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４５号 089-993-7810

薬局 令和4年3月31日 そよ風調剤薬局 ｿﾖｶｾﾞﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0905 愛媛県松山市樽味４丁目２番３３号 089-931-5720

薬局 令和3年11月1日 ハッピー薬局三津店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸﾐﾂﾃﾝ 791-8065 愛媛県松山市三杉町１番３号明神海運ビル１Ｆ 089-946-8555

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　土居田駅前店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾄﾞｲﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 790-0056 愛媛県松山市土居田町５００番地 089-974-3766

薬局 令和3年10月20日 レデイ平井調剤薬局 ﾚﾃﾞｲﾋﾗｲﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地５ 089-993-5787

薬局 令和3年11月27日 ひめ薬局余戸西店 ﾋﾒﾔﾂｷﾖｸﾖｳｺﾞﾆｼﾃﾝ 790-0046 愛媛県松山市余戸西四丁目１５番２号 089-994-8671

薬局 令和3年10月27日 ハッピー薬局室町店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸﾑﾛﾏﾁﾃﾝ 790-0026 愛媛県松山市室町７３番１ハッピービルディング１階 089-968-2770

薬局 令和3年10月22日 ティーズ薬局山越店 ﾃｲ-ｽﾞﾔﾂｷﾖｸﾔﾏｺﾞｴﾃﾝ 791-8013 愛媛県松山市山越４丁目１番３３号 089-926-0069

薬局 令和3年11月19日 江戸茂薬局竹原店 ｴﾄﾞﾓﾔﾂｷﾖｸﾀｹﾜﾗﾃﾝ 790-0053 愛媛県松山市竹原１丁目３番地１４　山口ビル１階 089-997-7793

薬局 令和4年6月2日 キッズ薬局富久店 ｷﾂｽﾞﾔﾂｷﾖｸﾄﾐﾋｻﾃﾝ 791-8034 愛媛県松山市富久町１１５番地８ 089-989-7701

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局日赤前店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾆﾂｾｷﾏｴﾃﾝ 790-0807 愛媛県松山市平和通１丁目５番８号　中野スカイコート１Ｆ 089-925-6686

薬局 令和3年11月8日 ハッピー薬局天山店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸｱﾏﾔﾏﾃﾝ 790-0951 愛媛県松山市天山二丁目４番１７号１階 089-943-0007

薬局 令和3年10月30日 ハッピー薬局衣山店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸｷﾇﾔﾏﾃﾝ 791-8025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 089-924-0022

薬局 令和3年9月30日 ハッピー薬局古川北店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸﾌﾙｶﾜｷﾀﾃﾝ 790-0942 愛媛県松山市古川北三丁目４番２６号 089-956-6655

薬局 令和3年10月28日 トマト薬局余戸西店 ﾄﾏﾄﾔﾂｷﾖｸﾖｳｺﾞﾆｼﾃﾝ 790-0046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番４６号 089-989-6001

薬局 令和3年12月23日 トマト薬局　祝谷店 ﾄﾏﾄﾔﾂｷﾖｸ ｲﾜｲﾀﾞﾆﾃﾝ 790-0833 愛媛県松山市祝谷六丁目１２２４番地１ジョイフル祝谷１０１号 089-989-6833

薬局 令和3年10月4日 正木薬局　宮田町店 ﾏｻｷﾔﾂｷﾖｸ ﾐﾔﾀﾁﾖｳﾃﾝ 790-0066 愛媛県松山市宮田町１７０番地佐伯ビルディングス１Ｆ 089-941-9990
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医療機関区分 運用開始日 医療機関名称（漢字） 医療機関名称（カナ） 郵便番号 住所 電話番号

薬局 令和3年11月1日 ハッピー薬局　富久店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ﾄﾐﾋｻﾃﾝ 791-8034 愛媛県松山市富久町３５８番地５ 089-941-9990

薬局 令和3年12月20日 ひめ薬局　勝山店 ﾋﾒﾔﾂｷﾖｸ ｶﾂﾔﾏﾃﾝ 790-0878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１０レフピックビル１階 089-968-1002

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　道後店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾄﾞｳｺﾞﾃﾝ 790-0844 愛媛県松山市道後一万３番９号 089-989-6564

薬局 令和4年2月24日 あさひ調剤薬局　くわばら北店 ｱｻﾋﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｸﾜﾊﾞﾗｷﾀﾃﾝ 790-0911 愛媛県松山市桑原４丁目８番２２号 089-948-8815

薬局 令和4年4月1日 松山薬局　東石井店 ﾏﾂﾔﾏﾔﾂｷﾖｸ ﾋｶﾞｼｲｼｲﾃﾝ 790-0932 愛媛県松山市東石井三丁目３番７号 089-968-2050

薬局 令和3年10月28日 ハッピー薬局　古川南店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ﾌﾙｶﾜﾐﾅﾐﾃﾝ 790-0943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２９号 089-948-8333

薬局 令和3年10月29日 ハッピー薬局　北梅本店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ｷﾀｳﾒﾓﾄﾃﾝ 791-0242 愛媛県松山市北梅本町甲６６６番地２ 089-948-8882

薬局 令和3年10月29日 ハッピー薬局　末町店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ｽｴﾏﾁﾃﾝ 791-0122 愛媛県松山市末町甲１２番１ 089-948-8611

薬局 令和3年10月20日 松山会営薬局 ﾏﾂﾔﾏｶｲｴｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0035 愛媛県松山市藤原二丁目４番５号 089-931-1199

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　馬木店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｳﾏｷﾃﾝ 799-2655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地４ 089-989-7074

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　星の岡店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾎｼﾉｵｶﾃﾝ 790-0932 愛媛県松山市東石井一丁目５番７号 089-948-9946

薬局 令和4年2月21日 いちょう薬局 ｲﾁﾖｳﾔﾂｷﾖｸ 790-0807 愛媛県松山市平和通一丁目５番地１７ 089-994-8881

薬局 令和4年4月1日 たんぽぽ薬局　松山日赤前店 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾔﾂｷﾖｸ ﾏﾂﾔﾏﾆﾂｾｷﾏｴﾃﾝ 790-0807 愛媛県松山市平和通一丁目５番地１５ 089-926-5788

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　古三津店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾌﾙﾐﾂﾃﾝ 791-8067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 089-995-8006

薬局 令和3年9月17日 かいてき調剤薬局　空港通店 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 790-0054 愛媛県松山市空港通２丁目１３－８ 089-989-7183

薬局 令和3年10月30日 ハッピー薬局　末広店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ｽｴﾋﾛﾃﾝ 790-0023 愛媛県松山市末広町６番地５　ハッピーハートビルディング２階 089-933-8000

薬局 令和4年3月30日 ていれぎ薬局 ﾃｲﾚｷﾞﾔﾂｷﾖｸ 791-1102 愛媛県松山市来住町１３８９番地１ 089-909-7133

薬局 令和4年4月1日 アイン薬局　松山平和通店 ｱｲﾝﾔﾂｷﾖｸ ﾏﾂﾔﾏﾍｲﾜﾄﾞｵﾘﾃﾝ 790-0807 愛媛県松山市平和通一丁目５番地２３　１階 089-992-9251

薬局 令和4年5月31日 きずな薬局 ｷｽﾞﾅﾔﾂｷﾖｸ 790-0011 愛媛県松山市千舟町三丁目１番地４チソクビル３階南室 089-998-6221

薬局 令和3年10月28日 ハッピー薬局　空港通店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 791-0054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号空港通４丁目ビル１階 089-994-8107

薬局 令和3年10月25日 こうのみ薬局木屋町店 ｺｳﾉﾐﾔﾂｷﾖｸｷﾔﾁﾖｳﾃﾝ 790-0821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 089-923-0224

薬局 令和4年3月21日 イオン薬局イオンスタイル松山 ｲｵﾝﾔﾂｷﾖｸｲｵﾝｽﾀｲﾙﾏﾂﾔﾏ 790-0951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号　イオンスタイル松山　１階 089-918-0014

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　味酒店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾐｻｹﾃﾝ 790-0065 愛媛県松山市宮西三丁目４番３０号 089-911-1175

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局古川店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾌﾙｶﾜﾃﾝ 790-0942 愛媛県松山市古川北一丁目２５番１４号 089-905-3166

薬局 令和4年2月21日 アイン薬局　山西店 ｱｲﾝﾔﾂｷﾖｸ ﾔﾏﾆｼﾃﾝ 791-8026 愛媛県松山市山西町８９０番地 089-909-8885

薬局 令和4年4月1日 たんぽぽ薬局　山西店 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾔﾂｷﾖｸ ﾔﾏﾆｼﾃﾝ 791-8026 愛媛県松山市山西町８９１番地１階 089-953-6661

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　和気店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾜｹﾃﾝ 799-2656 愛媛県松山市和気町一丁目６３７番地１ 089-960-4515

薬局 令和3年8月27日 アイリス薬局南江戸店 ｱｲﾘｽﾔﾂｷﾖｸﾐﾅﾐｴﾄﾞﾃﾝ 790-0062 愛媛県松山市南江戸二丁目３番３６号メゾンハイツ西山１階 089-909-3450

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　余戸店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾖｳｺﾞﾃﾝ 790-0045 愛媛県松山市余戸中四丁目９番１０号 089-968-6870

薬局 令和3年11月1日 薬局　ポイントタウン ﾔﾂｷﾖｸ ﾎﾟｲﾝﾄﾀｳﾝ 790-0012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地４　重長ビル１階 089-987-7745

薬局 令和3年8月17日 なごみ薬局 ﾅｺﾞﾐﾔﾂｷﾖｸ 791-8056 愛媛県松山市別府町４４２番地２ 089-995-8070

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　天山店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｱﾏﾔﾏﾃﾝ 790-0951 愛媛県松山市天山三丁目１５番１７号 089-915-0622

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　問屋町店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾄｲﾔﾁﾖｳﾃﾝ 791-8018 愛媛県松山市問屋町２番４号 089-911-2135

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　道後石手店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾄﾞｳｺﾞｲｼﾃﾃﾝ 790-0901 愛媛県松山市新石手１０１番地１ 089-914-5165

薬局 令和4年1月4日 ふるみつ薬局 ﾌﾙﾐﾂﾔﾂｷﾖｸ 791-8067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３１号 089-909-8620

薬局 令和4年3月17日 りんご薬局 ﾘﾝｺﾞﾔﾂｷﾖｸ 799-2430 愛媛県松山市北条辻６１０番地１ 089-960-2424

薬局 令和3年12月17日 愛光薬局 ｱｲｺｳﾔﾂｷﾖｸ 790-0064 愛媛県松山市愛光町１番８号馬喰田店舗１階西側 089-926-7003

薬局 令和3年12月24日 キッズ薬局山越店 ｷﾂｽﾞﾔﾂｷﾖｸﾔﾏｺﾞｴﾃﾝ 791-8013 愛媛県松山市山越二丁目１番３１号 089-926-8899
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薬局 令和3年9月1日 ウイング薬局 ｳｲﾝｸﾞﾔﾂｷﾖｸ 790-0905 愛媛県松山市樽味四丁目３番１４号 089-968-2035

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　別府店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾍﾞﾌﾃﾝ 791-8056 愛媛県松山市別府町４０６番地１ 089-967-8160

薬局 令和3年10月20日 ハッピー薬局　東野店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ﾋｶﾞｼﾉﾃﾝ 790-0903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号　Ｋ－１５ビル 089-993-8411

薬局 令和3年10月27日 ハッピー薬局　余戸西店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ﾖｳｺﾞﾆｼﾃﾝ 790-0046 愛媛県松山市余戸西三丁目１０番２０号 089-972-8555

薬局 令和4年5月31日 きずな薬局桑原店 ｷｽﾞﾅﾔﾂｷﾖｸｸﾜﾊﾞﾗﾃﾝ 790-0911 愛媛県松山市桑原二丁目２番２６号 089-993-5220

薬局 令和3年10月1日 かいてき調剤薬局　新玉店 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｱﾗﾀﾏﾃﾝ 790-0011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 089-993-7075

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局藤原店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾌｼﾞﾜﾗﾃﾝ 790-0021 愛媛県松山市真砂町１１４番地１ 089-933-8250

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　道後樋又店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾄﾞｳｺﾞﾋﾏﾀﾃﾝ 790-0825 愛媛県松山市道後樋又９番１３号 089-911-5900

薬局 令和4年2月25日 あおい薬局 ｱｵｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0005 愛媛県松山市花園町４番地１１　吉田ビル１階 089-909-5220

薬局 令和4年3月1日 みさけ調剤薬局 ﾐｻｹﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 790-0814 愛媛県松山市味酒町二丁目９番地１１ 089-968-2502

薬局 令和4年4月1日 かいてき調剤薬局小坂店 ｶｲﾃｷﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸｺｻｶﾃﾝ 790-0962 愛媛県松山市枝松六丁目１２番１１号今井マンション１階１号室 089-961-1702

薬局 令和4年2月25日 レデイ薬局　椿店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾂﾊﾞｷﾃﾝ 790-0943 愛媛県松山市古川南一丁目８番３０号 089-958-1210

薬局 令和4年3月7日 松山中央薬局 ﾏﾂﾔﾏﾁﾕｳｵｳﾔﾂｷﾖｸ 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台２３０番地１ 089-989-6336

薬局 令和4年3月1日 レデイ薬局　宮西店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾐﾔﾆｼﾃﾝ 790-0814 愛媛県松山市味酒町二丁目１４番地２１ 089-915-2313

薬局 令和4年3月29日 レデイ薬局　束本店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾂｶﾓﾄﾃﾝ 790-0962 愛媛県松山市枝松一丁目９番８号 089-993-7121

薬局 令和4年3月17日 ウエルシア薬局　松山東垣生町店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼﾊﾌﾞﾏﾁﾃﾝ 791-8043 愛媛県松山市東垣生町３５８番地１ 089-971-5621

薬局 令和4年3月31日 レデイ薬局　垣生店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾊﾌﾞﾃﾝ 791-8044 愛媛県松山市西垣生町３８２番地 089-989-7178

薬局 令和3年10月29日 ハッピー薬局　味酒店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸ ﾐｻｹﾃﾝ 790-0814 愛媛県松山市味酒町一丁目３番地四国ガス第２ビル１階 089-932-0030

薬局 令和3年11月13日 文化堂薬局高市店 ﾌﾞﾝｶﾄﾞｳﾔﾂｷﾖｸﾀｶｲﾁﾃﾝ 799-1512 愛媛県今治市高市甲２１－２ 0898-47-0207

薬局 令和4年4月1日 矢野調剤薬局 ﾔﾉﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 799-1522 愛媛県今治市桜井二丁目６－２３ 0898-47-0645

薬局 令和4年6月7日 今治けんこう薬局 ｲﾏﾊﾞﾘｹﾝｺｳﾔﾂｷﾖｸ 794-0015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３９号 0898-32-6130

薬局 令和4年2月28日 すみむら薬局 ｽﾐﾑﾗﾔﾂｷﾖｸ 799-2202 愛媛県今治市大西町紺原甲３０３番３ 0898-53-2029

薬局 令和4年6月6日 上浦ハート薬局 ｶﾐｳﾗﾊｰﾄﾔﾂｷﾖｸ 794-1402 愛媛県今治市上浦町井口５２９７－１ 0897-74-0630

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　今治東店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｲﾏﾊﾞﾘﾋｶﾞｼﾃﾝ 799-1506 愛媛県今治市東村５丁目９番３３号 0898-47-4999

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局北高下店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸｷﾀｺｳｹﾞﾃﾝ 794-0812 愛媛県今治市北高下町２丁目１番３号 0898-35-3227

薬局 令和4年4月14日 アルファ調剤薬局　今治店 ｱﾙﾌｱﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｲﾏﾊﾞﾘﾃﾝ 794-0027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 0898-33-7737

薬局 令和4年3月1日 イオン薬局イオンスタイル今治新都市 ｲｵﾝﾔﾂｷﾖｸｲｵﾝｽﾀｲﾙｲﾏﾊﾞﾘｼﾝﾄｼ 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１ 0898-34-6142

薬局 令和4年2月1日 わいわい薬局 ﾜｲﾜｲﾔﾂｷﾖｸ 794-0043 愛媛県今治市南宝来町二丁目７番地２ 0898-52-8686

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　喜田村店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｷﾀﾑﾗﾃﾝ 799-1502 愛媛県今治市喜田村一丁目５番５号 0898-36-6510

薬局 令和3年11月11日 今治みかん薬局 ｲﾏﾊﾞﾘﾐｶﾝﾔﾂｷﾖｸ 799-1502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番３７号 0898-52-8866

薬局 令和4年3月1日 ファーマシィ薬局今治 ﾌｱｰﾏｼｲﾔﾂｷﾖｸｲﾏﾊﾞﾘ 799-1502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番４２号 0898-36-6011

薬局 令和4年4月1日 たんぽぽ薬局今治喜田村店 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾔﾂｷﾖｸｲﾏﾊﾞﾘｷﾀﾑﾗﾃﾝ 799-1502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番４１号　１階 0898-47-6881

薬局 令和3年9月16日 ならの木薬局　ビギン ﾅﾗﾉｷﾔﾂｷﾖｸ ﾋﾞｷﾞﾝ 794-0054 愛媛県今治市北日吉町一丁目８番１７号 0898-33-7570

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　波止浜店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾊｼﾊﾏﾃﾝ 799-2116 愛媛県今治市内堀一丁目１番８号 0898-36-5180

薬局 令和4年2月1日 クオール薬局今治店 ｸｵｰﾙﾔﾂｷﾖｸｲﾏﾊﾞﾘﾃﾝ 794-0028 愛媛県今治市北宝来町二丁目２番地１号 0898-25-2989

薬局 令和4年2月20日 すみれ調剤薬局 ｽﾐﾚﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 794-0006 愛媛県今治市石井町四丁目５番５０号アイディヒルズ１０２号 0898-31-0041

薬局 令和4年4月13日 アルファ調剤薬局　末広店 ｱﾙﾌｱﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｽｴﾋﾛﾃﾝ 794-0038 愛媛県今治市末広町一丁目６番地２２ 0898-33-3874

薬局 令和3年10月11日 日本調剤　今治薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲ ｲﾏﾊﾞﾘﾔﾂｷﾖｸ 799-1502 愛媛県今治市喜田村７丁目１番５号 0898-52-7423
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薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　馬越店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｳﾏｺﾞｴﾃﾝ 794-0062 愛媛県今治市馬越町四丁目３番３９号 0898-35-2435

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局大新田店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸｵｵｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 794-0005 愛媛県今治市大新田町五丁目６番４８号 0898-33-7011

薬局 令和3年12月2日 ダテ薬局 ﾀﾞﾃﾔﾂｷﾖｸ 798-0060 愛媛県宇和島市丸之内３丁目２－１ 0895-22-0085

薬局 令和4年3月23日 京町薬局 ｷﾖｳﾏﾁﾔﾂｷﾖｸ 798-0052 愛媛県宇和島市京町１－８ 0895-20-1577

薬局 令和4年6月2日 はまゆう薬局 ﾊﾏﾕｳﾔﾂｷﾖｸ 798-0061 愛媛県宇和島市御殿町４番１９号 0895-20-0507

薬局 令和4年4月1日 たんぽぽ薬局宇和島店 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾔﾂｷﾖｸｳﾜｼﾞﾏﾃﾝ 798-0060 愛媛県宇和島市丸之内２丁目１－５ 0895-22-0650

薬局 令和4年3月30日 あんず薬局 ｱﾝｽﾞﾔﾂｷﾖｸ 798-0062 愛媛県宇和島市桜町２－５２ 0895-25-3311

薬局 令和4年2月24日 アタゴ薬局 ｱﾀｺﾞﾔﾂｷﾖｸ 798-0051 愛媛県宇和島市広小路１－４３ 0895-23-8008

薬局 令和3年12月2日 明倫薬局 ﾒｲﾘﾝﾔﾂｷﾖｸ 798-0051 愛媛県宇和島市広小路２－４０ 0895-28-6669

薬局 令和4年4月14日 みかん薬局 ﾐｶﾝﾔﾂｷﾖｸ 799-3701 愛媛県宇和島市吉田町北小路２００番地１ 0895-20-2208

薬局 令和4年3月8日 ワレイ薬局 ﾜﾚｲﾔﾂｷﾖｸ 798-0015 愛媛県宇和島市和霊元町４丁目２－１２ 0895-24-2320

薬局 令和3年9月1日 えびす薬局 ｴﾋﾞｽﾔﾂｷﾖｸ 798-0032 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目３－１０ 0895-22-2727

薬局 令和4年4月7日 丸之内薬局 ﾏﾙﾉｳﾁﾔﾂｷﾖｸ 798-0060 愛媛県宇和島市丸之内１丁目１番９号 0895-28-6030

薬局 令和4年3月23日 みゆき薬局 ﾐﾕｷﾔﾂｷﾖｸ 798-0013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目１番１３号 0895-22-2688

薬局 令和4年3月11日 ホリバタ薬局 ﾎﾘﾊﾞﾀﾔﾂｷﾖｸ 798-0050 愛媛県宇和島市堀端町１番１８号 0895-22-6260

薬局 令和4年3月23日 いぶき薬局 ｲﾌﾞｷﾔﾂｷﾖｸ 798-0024 愛媛県宇和島市伊吹町甲１１５５番地７ 0895-28-6610

薬局 令和4年1月9日 そうごう薬局　八幡浜店 ｿｳｺﾞｳﾔﾂｷﾖｸ ﾔﾜﾀﾊﾏﾃﾝ 796-0003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地６４４番地 0894-24-2611

薬局 令和4年2月24日 グリーン薬局 ｸﾞﾘｰﾝﾔﾂｷﾖｸ 796-8010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０５５ 0894-24-7411

薬局 令和3年10月8日 なぎさ薬局 ﾅｷﾞｻﾔﾂｷﾖｸ 796-8004 愛媛県八幡浜市産業通６番２７号 0894-35-7777

薬局 令和4年5月17日 さかろく調剤薬局 ｻｶﾛｸﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 796-0001 愛媛県八幡浜市向灘字高城２２９－４０ 0894-29-1248

薬局 令和4年2月25日 双岩薬局 ﾌﾀｲﾜﾔﾂｷﾖｸ 796-8035 愛媛県八幡浜市若山４－２０５－１ 0894-20-0220

薬局 令和4年2月24日 快青薬局 ｶｲｾｲﾔﾂｷﾖｸ 796-0088 愛媛県八幡浜市１２２８番地５ 0894-22-4200

薬局 令和4年2月24日 かみやま薬局 ｶﾐﾔﾏﾔﾂｷﾖｸ 796-8010 愛媛県八幡浜市五反田１－５５－１ 0894-20-8228

薬局 令和4年2月25日 かざなみ薬局 ｶｻﾞﾅﾐﾔﾂｷﾖｸ 796-0086 愛媛県八幡浜市旭町３丁目１５１０番地７３ 0894-35-9610

薬局 令和4年6月1日 薬寿マリン薬局 ﾔｸｼﾞﾕﾏﾘﾝﾔﾂｷﾖｸ 796-0003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７７４番地５ 0894-29-1108

薬局 令和3年11月15日 有限会社愛生堂薬局 ﾕｳｹﾞﾝｶｲｼﾔｱｲｾｲﾄﾞｳﾔﾂｷﾖｸ 792-0801 愛媛県新居浜市菊本町１－２－２２ 0897-32-2667

薬局 令和4年1月5日 きんぐ調剤薬局八幡 ｷﾝｸﾞﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾊﾁﾏﾝ 792-0871 愛媛県新居浜市八幡２丁目５番６号 0897-31-0836

薬局 令和3年10月20日 そがめ薬局上原店 ｿｶﾞﾒﾔﾂｷﾖｸｳｴﾊﾞﾗﾃﾝ 792-0046 愛媛県新居浜市上原三丁目１－２９ 0897-31-7967

薬局 令和4年3月1日 むらやま薬局 ﾑﾗﾔﾏﾔﾂｷﾖｸ 792-0856 愛媛県新居浜市船木甲４３２２番地３ 0897-47-2558

薬局 令和4年3月21日 イオン薬局新居浜店 ｲｵﾝﾔﾂｷﾖｸﾆｲﾊﾏﾃﾝ 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８－８ 0897-31-0644

薬局 令和4年1月8日 西之端薬局 ﾆｼﾉﾊﾅﾔﾂｷﾖｸ 792-0045 愛媛県新居浜市中萩町１番５号 0897-41-3900

薬局 令和4年3月24日 ひめ薬局　松神子店 ﾋﾒﾔﾂｷﾖｸ ﾏﾂﾐｺﾃﾝ 792-0881 愛媛県新居浜市松神子４丁目１番１３号 0897-46-3505

薬局 令和4年1月6日 千葉薬局 ﾁﾊﾞﾔﾂｷﾖｸ 792-0852 愛媛県新居浜市東田２丁目甲１８４１番地１ 0897-40-3213

薬局 令和4年3月3日 きんぐ調剤薬局久保田 ｷﾝｸﾞﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸｸﾎﾞﾀ 792-0026 愛媛県新居浜市久保田町２丁目４番２６号 0897-47-1155

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　新居浜中央店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾆｲﾊﾏﾁﾕｳｵｳﾃﾝ 792-0822 愛媛県新居浜市寿町１１番４８号 0897-31-7080

薬局 令和4年3月23日 あかり薬局駅前店 ｱｶﾘﾔﾂｷﾖｸｴｷﾏｴﾃﾝ 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町二丁目５番４３号 0897-37-8777

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局中萩店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾅｶﾊｷﾞﾃﾝ 792-0042 愛媛県新居浜市本郷三丁目５番１５号 0897-40-2339

薬局 令和4年4月1日 ププレひまわり薬局松木店 ﾌﾟﾌﾟﾚﾋﾏﾜﾘﾔﾂｷﾖｸﾏﾂｷﾞﾃﾝ 792-0829 愛媛県新居浜市松木町４番１５号 0897-66-7612
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医療機関区分 運用開始日 医療機関名称（漢字） 医療機関名称（カナ） 郵便番号 住所 電話番号

薬局 令和3年10月20日 新居浜中央薬局 ﾆｲﾊﾏﾁﾕｳｵｳﾔﾂｷﾖｸ 792-0863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番４０号 0897-31-2324

薬局 令和3年11月2日 ウエルシア薬局　愛媛労災病院前店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸｴﾋﾒﾛｳｻｲﾋﾞﾖｳｲﾝﾏｴﾃﾝ 792-0863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番３５号 0897-31-3900

薬局 令和3年10月6日 ウエルシア薬局　新居浜駅前店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ﾆｲﾊﾏｴｷﾏｴﾃﾝ 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町１丁目７番１号 0897-65-4470

薬局 令和3年10月7日 ウエルシア薬局　新居浜中萩店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ﾆｲﾊﾏﾅｶﾊｷﾞﾃﾝ 792-0045 愛媛県新居浜市中萩町１番地３７生活協同組合コープえひめ　コープ中萩内 0897-66-2228

薬局 令和3年11月8日 ウエルシア薬局　新居浜坂井店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ﾆｲﾊﾏｻｶｲﾃﾝ 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町３丁目６番２８号 0897-31-6720

薬局 令和4年4月1日 たんぽぽ薬局　本郷店 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾔﾂｷﾖｸ ﾎﾝｺﾞｳﾃﾝ 792-0042 愛媛県新居浜市本郷三丁目２番３５号 0897-47-4531

薬局 令和4年4月15日 そがめ薬局 ｿｶﾞﾒﾔﾂｷﾖｸ 793-0043 愛媛県西条市樋之口２２番地７ 0897-55-6272

薬局 令和3年12月16日 そがめ薬局大町店 ｿｶﾞﾒﾔﾂｷﾖｸｵｵﾏﾁﾃﾝ 793-0030 愛媛県西条市大町７７２－２ 0897-52-0130

薬局 令和3年8月24日 もりや調剤薬局 ﾓﾘﾔﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 793-0027 愛媛県西条市朔日市３１０－２ 0897-53-3786

薬局 令和4年5月31日 西条調剤薬局 ｻｲｼﾞﾖｳﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 793-0030 愛媛県西条市大町５４０－４ 0897-56-1477

薬局 令和4年4月1日 あかり調剤薬局 ｱｶﾘﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 799-1344 愛媛県西条市円海寺１番地２ 0898-64-6066

薬局 令和4年4月20日 れんげ堂薬局丹原店 ﾚﾝｹﾞﾄﾞｳﾔﾂｷﾖｸﾀﾝﾊﾞﾗﾃﾝ 791-0502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７６－１ 0898-68-8088

薬局 令和4年4月1日 れんげ堂薬局池田店 ﾚﾝｹﾞﾄﾞｳﾔﾂｷﾖｸｲｹﾀﾞﾃﾝ 791-0508 愛媛県西条市丹原町池田１０９－１ 0898-64-7739

薬局 令和4年4月1日 れんげ堂薬局　みつばち店 ﾚﾝｹﾞﾄﾞｳﾔﾂｷﾖｸ ﾐﾂﾊﾞﾁﾃﾝ 799-1371 愛媛県西条市周布３４１番２ 0898-64-7189

薬局 令和3年10月20日 トミオカ薬局 ﾄﾐｵｶﾔﾂｷﾖｸ 793-0030 愛媛県西条市大町１０２番地１ 0897-55-7088

薬局 令和4年4月6日 とみす薬局 ﾄﾐｽﾔﾂｷﾖｸ 795-0064 愛媛県大洲市東大洲７－１ 0893-59-0606

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　とみす店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾄﾐｽﾃﾝ 795-0064 愛媛県大洲市東大洲１４９－３ 0893-24-6967

薬局 令和3年11月12日 みどり薬局 ﾐﾄﾞﾘﾔﾂｷﾖｸ 795-0064 愛媛県大洲市東大洲１５６５番地１ 0893-25-1611

薬局 令和3年10月11日 日本調剤　大洲薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲ ｵｵｽﾞﾔﾂｷﾖｸ 795-0013 愛媛県大洲市西大洲甲５９２番地１ 0893-57-6270

薬局 令和4年3月27日 ふじ薬局 ﾌｼﾞﾔﾂｷﾖｸ 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町２２７０－７ 0896-58-3577

薬局 令和4年1月1日 有限会社大西薬局 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼﾔｵｵﾆｼﾔﾂｷﾖｸ 799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町１５９３ 0896-24-2019

薬局 令和3年11月16日 とよた薬局 ﾄﾖﾀﾔﾂｷﾖｸ 799-0432 愛媛県四国中央市豊岡町大町１７５３－１ 0896-25-0090

薬局 令和3年12月23日 トマト薬局伊予店 ﾄﾏﾄﾔﾂｷﾖｸｲﾖﾃﾝ 799-3113 愛媛県伊予市米湊７９１－２ 089-983-3336

薬局 令和3年10月20日 レデイいよ米湊調剤薬局 ﾚﾃﾞｲｲﾖｺﾐﾅﾄﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 799-3113 愛媛県伊予市米湊１３７２番地１ 089-946-7575

薬局 令和4年4月1日 伊予なの花薬局 ｲﾖﾅﾉﾊﾅﾔﾂｷﾖｸ 799-3111 愛媛県伊予市下吾川字池田８９２－７ 089-946-7087

薬局 令和3年10月11日 日本調剤壬生川薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲﾆﾕｳｶﾞﾜﾔﾂｷﾖｸ 799-1341 愛媛県西条市壬生川１２５ 0898-76-8251

薬局 令和3年3月26日 日本調剤　川之江薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲ ｶﾜﾉｴﾔﾂｷﾖｸ 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町２３２５番１ 0896-59-5101

薬局 令和4年1月14日 そうごう薬局三島店 ｿｳｺﾞｳﾔﾂｷﾖｸﾐｼﾏﾃﾝ 799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町２８４－１ 0896-28-1280

薬局 令和3年12月1日 ユウユウ薬局 ﾕｳﾕｳﾔﾂｷﾖｸ 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５４７－１ 0896-56-7510

薬局 令和4年4月8日 三島中央薬局 ﾐｼﾏﾁﾕｳｵｳﾔﾂｷﾖｸ 799-0405 愛媛県四国中央市三島中央五丁目９－４８ 0896-29-5520

薬局 令和4年3月1日 松の実薬局 ﾏﾂﾉﾐﾔﾂｷﾖｸ 799-0711 愛媛県四国中央市土居町土居８５６番地 0896-22-3488

薬局 令和4年4月1日 アイン薬局四国中央店 ｱｲﾝﾔﾂｷﾖｸｼｺｸﾁﾕｳｵｳﾃﾝ 799-0121 愛媛県四国中央市上分町７１４－１ 0896-59-1212

薬局 令和4年2月1日 クオール薬局　四国中央店 ｸｵｰﾙﾔﾂｷﾖｸ ｼｺｸﾁﾕｳｵｳﾃﾝ 799-0121 愛媛県四国中央市上分町７８３番地１ 0896-56-0089

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　三島金子店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾐｼﾏｶﾈｺﾃﾝ 799-0421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目９番５５号 0896-28-1566

薬局 令和3年10月29日 ウエルシア薬局　四国中央川之江店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ｼｺｸﾁﾕｳｵｳｶﾜﾉｴﾃﾝ 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町２９８０－１ 0896-59-6800

薬局 令和3年10月18日 ウエルシア薬局　四国中央下柏店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ｼｺｸﾁﾕｳｵｳｼﾓｶﾞｼﾜﾃﾝ 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町６７８－１ 0896-24-8292

薬局 令和3年10月22日 ウエルシア薬局　四国中央東店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ｼｺｸﾁﾕｳｵｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 799-0112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２４番２ 0896-22-3325

薬局 令和3年10月28日 ウエルシア薬局　四国中央山田井店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ｼｺｸﾁﾕｳｵｳﾔﾏﾀﾞｲﾃﾝ 799-0112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙１７－４ 0896-56-8353
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マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト （令和4年6月12日現在）

医療機関区分 運用開始日 医療機関名称（漢字） 医療機関名称（カナ） 郵便番号 住所 電話番号

薬局 令和3年10月14日 ウエルシア薬局　四国中央妻鳥店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ｼｺｸﾁﾕｳｵｳﾒﾝﾄﾞﾘﾃﾝ 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町４３５－１ 0896-59-4580

薬局 令和4年1月28日 ウエルシア薬局　四国中央中曽根店 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸ ｼｺｸﾁﾕｳｵｳﾅｶｿﾞﾈﾃﾝ 799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町字生吉１６７６番地 0896-22-3144

薬局 令和4年4月20日 ミライノ薬局いぶき店 ﾐﾗｲﾉﾔﾂｷﾖｸｲﾌﾞｷﾃﾝ 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町７５６－１ 0896-23-5215

薬局 令和4年2月22日 みどり台調剤薬局 ﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 797-0014 愛媛県西予市宇和町伊賀上１６５６－５４ 0894-62-6020

薬局 令和3年10月11日 日本調剤西予薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲｾｲﾖﾔﾂｷﾖｸ 797-1212 愛媛県西予市野村町野村１１－６８－２ 0894-69-2210

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　れんげ店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾚﾝｹﾞﾃﾝ 797-0046 愛媛県西予市宇和町上松葉１６０番１ 0894-69-1723

薬局 令和4年1月11日 あけはま薬局 ｱｹﾊﾏﾔﾂｷﾖｸ 797-0111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２２番地６ 0894-89-1252

薬局 令和4年4月22日 卯之町薬局 ｳﾉﾏﾁﾔﾂｷﾖｸ 797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目３８９番地 0894-62-2500

薬局 令和4年2月24日 オレンジ薬局 ｵﾚﾝｼﾞﾔﾂｷﾖｸ 796-0907 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地１－４５ 0894-33-2311

薬局 令和4年4月20日 西予ひまわり薬局 ｾｲﾖﾋﾏﾜﾘﾔﾂｷﾖｸ 797-0029 愛媛県西予市宇和町永長１２３－３ 0894-62-1002

薬局 令和4年5月11日 そうごう薬局　卯之町店 ｿｳｺﾞｳﾔﾂｷﾖｸ ｳﾉﾏﾁﾃﾝ 797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目３００番地 0894-62-3391

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　宇和インター店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｳﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ 797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２６３番地１ 0894-69-1617

薬局 令和4年4月20日 さくら薬局 ｻｸﾗﾔﾂｷﾖｸ 797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目４４８番１ 0894-69-1590

薬局 令和3年11月1日 ハッピー薬局志津川店 ﾊﾂﾋﾟｰﾔﾂｷﾖｸｼﾂｶﾜﾃﾝ 791-0204 愛媛県東温市志津川１５８０番地２ 089-997-7888

薬局 令和4年2月22日 なでしこ薬局 ﾅﾃﾞｼｺﾔﾂｷﾖｸ 791-0204 愛媛県東温市志津川２４６－１ 089-961-1500

薬局 令和4年2月22日 ファースト薬局 ﾌｱｰｽﾄﾔﾂｷﾖｸ 791-0212 愛媛県東温市田窪３０８番地６ 089-909-3386

薬局 令和4年4月1日 アルファ調剤薬局　横河原店 ｱﾙﾌｱﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾖｺｶﾞﾜﾗﾃﾝ 791-0202 愛媛県東温市樋口甲１３７５番地２ 089-955-5305

薬局 令和4年1月31日 アイン薬局愛大病院店 ｱｲﾝﾔﾂｷﾖｸｱｲﾀﾞｲﾋﾞﾖｳｲﾝﾃﾝ 791-0295 愛媛県東温市志津川４５４ 089-909-5018

薬局 令和3年10月20日 レデイ薬局　グラン重信店 ﾚﾃﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ｸﾞﾗﾝｼｹﾞﾉﾌﾞﾃﾝ 791-0216 愛媛県東温市野田三丁目１番地１３ 089-990-7707

薬局 令和4年3月25日 みなら薬局 ﾐﾅﾗﾔﾂｷﾖｸ 791-0203 愛媛県東温市横河原３８７－４１ 089-964-7811

薬局 令和3年11月18日 エビスヤ薬局志津川店 ｴﾋﾞｽﾔﾔﾂｷﾖｸｼｽﾞｶﾜﾃﾝ 791-0204 愛媛県東温市志津川１７１ 089-964-6931

薬局 令和3年10月18日 久万調剤薬局 ｸﾏﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万３２－２ 0892-50-0120

薬局 令和4年3月26日 おだ調剤薬局 ｵﾀﾞﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 791-3501 愛媛県喜多郡内子町小田１２６番 0892-50-1012

薬局 令和3年11月1日 久万調剤薬局　ふれあいロード店 ｸﾏﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ ﾌﾚｱｲﾛｰﾄﾞﾃﾝ 791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万１２８１－１ 0892-21-1733

薬局 令和4年5月10日 彩生薬局 ｻｲｾｲﾔﾂｷﾖｸ 791-2114 愛媛県伊予郡砥部町麻生５－４ 089-956-0101

薬局 令和4年1月5日 フラワー薬局 ﾌﾗﾜ-ﾔﾂｷﾖｸ 791-2101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田２９５番 089-958-8007

薬局 令和4年4月18日 にった薬局 ﾆﾂﾀﾔﾂｷﾖｸ 791-3162 愛媛県伊予郡松前町出作１８５番地 089-985-2288

薬局 令和4年4月26日 ちかなが薬局 ﾁｶﾅｶﾞﾔﾂｷﾖｸ 798-1343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５２８－４ 0895-45-0770

薬局 令和4年5月1日 ひろみ薬局 ﾋﾛﾐﾔﾂｷﾖｸ 798-1341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永４９１番地１ 0895-45-3311

薬局 令和3年11月24日 アーチ薬局 ｱ-ﾁﾔﾂｷﾖｸ 799-3701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２０１－２ 0895-20-2081

薬局 令和3年7月5日 虹の森薬局 ﾆｼﾞﾉﾓﾘﾔﾂｷﾖｸ 798-2102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４４８－１ 0895-20-5220

薬局 令和3年10月11日 日本調剤南楽薬局 ﾆﾎﾝﾁﾖｳｻﾞｲﾅﾝﾗｸﾔﾂｷﾖｸ 798-3302 愛媛県宇和島市津島町高田丙１０－１ 0895-20-8251

薬局 令和3年7月5日 コスモス薬局 ｺｽﾓｽﾔﾂｷﾖｸ 798-1112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７０４番地 0895-58-2081

薬局 令和3年11月29日 いわまつ薬局 ｲﾜﾏﾂﾔﾂｷﾖｸ 798-3302 愛媛県宇和島市津島町大字高田丙５４２ 0895-32-1002

薬局 令和3年12月1日 なんぐん薬局 ﾅﾝｸﾞﾝﾔﾂｷﾖｸ 798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４６３－２ 0895-70-1345

薬局 令和4年5月12日 さつき薬局 ｻﾂｷﾔﾂｷﾖｸ 798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３５６６番地 0895-72-2167

薬局 令和3年12月1日 あいなん薬局 ｱｲﾅﾝﾔﾂｷﾖｸ 798-4408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３８２－４ 0895-73-7300


