令和４年度自己負担1,243円で受診できる特定健診実施機関一覧表
令和４年４月１日時点

機関名

住所

電話番号

三浦内科医院

伊福町2-27-30

086-252-6783

医療法人 岸医院

伊福町3-26-27

086-252-1885

医療法人奏圭会 岡田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ

伊福町3-5-4

086-255-2345

ながはら医院

伊福町4-5-45

086-256-2858

永瀬ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

伊島町2-1-37

086-252-6909

岡山済生会国体町診療所

国体町3-12

086-252-2222

医療法人 山下内科医院

駅前町1-2-14

086-224-1034

河合内科西口ｸﾘﾆｯｸ

奉還町1-2-3

086-251-2491

医療法人社団 福島内科医院

清心町3-18

086-255-1281

河田内科ｸﾘﾆｯｸ

富町2-14-7

086-251-1600

医療法人 角南内科

富町2-2-12

086-252-2775

岡山済生会昭和町健康管理ｾﾝﾀｰ

昭和町12-15

086-252-2200

医療法人おおぞら会 同仁病院

下伊福上町15-7

086-252-2661

医療法人社団岡山純心会 きらめきｸﾘﾆｯｸ

下伊福1-2-6

086-252-5358

医療法人健朋会 佐々木医院

西崎本町4-3

086-253-0230

医療法人聖秀会 いのくち内科ｸﾘﾆｯｸ

大安寺東町23-15

086-253-8000

すなみ内科

大安寺東町7-1

086-255-7265

ﾙｽｺｸﾘﾆｯｸ

大安寺南町1-7-33

086-201-0631

さとうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

野殿東町1-35

086-254-5500

大安寺眼科

野殿東町1-35

086-363-0025

医療法人 万成病院

谷万成1-6-5

086-252-2261

一般財団法人淳風会 淳風会ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾎｽﾋﾟﾀﾙ

万成東町3-1

086-252-1185

つしまｸﾘﾆｯｸ

津島福居1-2-15

086-251-3388

医療法人幸和会 岡北整形外科医院

津島東2-7-1

086-255-0777

医療法人 ほそたにｸﾘﾆｯｸ

津島南2-5-25

086-251-1100

西下内科医院

津島西坂1-2-41

086-253-8131

こばし医院

津島西坂2-2-20

086-251-3131

医療法人成和会 粟井内科診療所

津島京町2-12-38

086-255-1330

藤本循環器内科ｸﾘﾆｯｸ

北方1-14-14

086-222-1505

医療法人 にいや内科ｸﾘﾆｯｸ

北方2-1-30

086-803-2189

旭ｸﾘﾆｯｸ

中井町1-1-7

086-227-1087

はとうｸﾘﾆｯｸ

広瀬町15-35

086-233-0987

医療法人 南方ｸﾘﾆｯｸ

南方3-10-33

086-224-3739

ｷﾀｶﾀｸﾘﾆｯｸ

大和町2-8-23

086-226-2821

医療法人 中村医院

番町1-6-26

086-232-7578

医療法人 進藤内科医院

番町2-3-13

086-223-5087
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医療法人和秀会 内藤医院

野田屋町2-5-24

086-223-9761

砂山ｸﾘﾆｯｸ

富田町1-6-10-102

086-226-6767

浅野内科医院

富田町1-7-18

086-225-1662

物部内科医院

蕃山町3-28

086-222-2112

時岡内科循環器科医院

蕃山町8-13

086-223-2657

佐藤内科

中山下1-2-40

086-231-5678

医療法人博優会 大森ｸﾘﾆｯｸ

中山下1-6-18

086-222-6369

医療法人 久松内科循環器科医院

中山下1-9-40 新岡山ﾋﾞﾙ10F

086-225-7373

永瀬内科医院

中山下1-9-53

086-222-2534

河合内科医院

中山下2-2-63

086-223-2704

おくむら大腸肛門ｸﾘﾆｯｸ

中山下2-2-74

086-222-4507

医療法人社団みやび会 みやびｳﾛｷﾞﾈｸﾘﾆｯｸ

表町1-4-1 第2開発ﾋﾞﾙ2F

086-223-1100

医療法人 表町ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

表町3-10-71

086-222-4939

表町診療所

丸の内1-11-14

086-233-0012

まるのうちｸﾘﾆｯｸ

丸の内1-13-14

086-232-0005

やわらぎｸﾘﾆｯｸ

内山下1-7-17

086-233-1600

小塚内科

磨屋町10-20 磨屋町ﾋﾞﾙ2F

086-232-8376

岡山県厚生農業協同組合連合会

磨屋町9-18

086-232-2398

平松医院

磨屋町9-5

086-232-1070

畝木医院

平和町1-1

086-225-1191

医療法人 亀山内科

平和町5-1-201

086-223-7479

医療法人 清水内科医院

京橋町9-7

086-231-0031

医療法人 片岡内科医院

京町7-16

086-222-8143

医療法人 安田内科医院

清輝本町3-28

086-222-5718

一般財団法人志清会 岡山紀念病院

清輝本町7-22

086-221-1116

医療法人 佐藤医院

旭町15

086-223-7746

医療法人 丹治ｸﾘﾆｯｸ

本町5-20 高島屋東館2F

086-221-7570

医療法人聖道会 西川ｸﾘﾆｯｸ

錦町3-14

086-221-3000

諸國眞太郎ｸﾘﾆｯｸ

錦町6-17 Ⅱ-4F

086-224-1313

河田外科形成外科

幸町4-12

086-225-2500

むぐるま内科ｸﾘﾆｯｸ

下石井1-2-1-1051 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山1F

086-206-7117

医療法人 木本内科医院

大供表町3-12-101

086-231-2688

ごとうｸﾘﾆｯｸ

大供1-2-15-201

086-221-5010

川口ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ

大供2-2-16

086-222-0820

藤原内科

東古松2-9-18

086-223-7001

かわだﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

東古松3-2-23

086-222-2838
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医療法人天声会 おおもと病院

大元1-1-5

086-241-6888

はだ医院

大元上町12-10

086-242-5151

医療法人社団 渕本医院

西古松2-28-14

086-241-9484

中津ｸﾘﾆｯｸ

西古松237-127

086-245-3773

医療法人 岡田内科

奥田本町13-8

086-222-2929

川村医院

奥田2-8-3

086-223-6322

医療法人正崇会 黒田医院

神田町2-8-35

086-233-3531

さとうﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ

青江1-22-23

086-232-0810

医療法人天成会 小林内科診療所

青江5-1-3

086-226-5022

辻ｸﾘﾆｯｸ

田中133-103

086-242-1399

医療法人 槇本内科小児科医院

田中143-115

086-246-1500

たなか内科診療所

田中183-102

086-259-1551

公益財団法人 岡山県健康づくり財団

平田408-1

086-246-6265

きたながせ内科ｸﾘﾆｯｸ

北長瀬表町2-17-80 BRANCH岡山北長瀬2F

086-239-1107

脳神経外科･内科 眞壁ｸﾘﾆｯｸ

中仙道1-21-17

086-201-5222

医療法人 寺見内科医院

中仙道58-122

086-243-7115

露野医院

西長瀬1225-4

086-241-3933

あんどう内科ｸﾘﾆｯｸ

野田1-9-115

086-244-1000

医療法人 せとうちｸﾘﾆｯｸ

野田3-1-10 2F

086-236-8470

辻医院

野田3-18-53

086-805-1118

医療法人 まつお内科ｸﾘﾆｯｸ

上中野1-16-17

086-246-2323

ひまわり内科ｸﾘﾆｯｸ

下中野322-107

086-246-5115

医療法人 森谷外科医院

下中野717-101

086-245-3655

よこやま腎泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ

今2-7-1 KuⅡﾋﾞﾙ

086-241-3322

長尾内科医院

今3-23-15

086-243-8888

ｺｰﾌﾟ大野辻ｸﾘﾆｯｸ

今3-26-28 2F

086-805-0335

医療法人誠仁会 井戸内科医院

今7-23-25

086-241-0041

ﾑﾈﾄﾓｸﾘﾆｯｸ

今7-6-25

086-245-7070

たつみ内科ｸﾘﾆｯｸ

辰巳20-108

086-246-6500

松本医院

辰巳38-101

086-246-1536

医療法人順正会 順正会内科ｸﾘﾆｯｸ

桑田町2-10 ﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ1F

086-207-2263

谷野内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ

桑田町4-15

086-222-0800

白石内科眼科ｸﾘﾆｯｸ

厚生町1-4-10

086-223-9787

医療法人恵生会 長瀬内科医院

厚生町2-6-20

086-222-2709

岡山済生会総合病院健診ｾﾝﾀｰ

国体町2-25

086-252-2211

医療法人 西岡外科

花尻みどり町9-106

086-253-8808
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大屋医院

東花尻229-1

086-293-6821

医療法人社団三樹会梶木病院

西花尻1231-1

086-293-3355

酒井内科小児科

白石西新町7-110

086-255-2131

ﾓﾘﾄｳ内科医院

白石547-1

086-255-6211

医療法人青元会 あおき整形ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ

久米250-4

086-243-8282

尾上内科循環器内科医院

久米361

086-238-1080

うらた医院

今保206-1

086-246-0062

医療法人芳祉会 御南ｸﾘﾆｯｸ

今保557-16

086-242-5656

しまばら内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ

平野1011-6

086-292-2555

医療法人専心会赤司整形外科医院

平野538-1

086-293-3557

医療法人ふくだ医院

平野691-5

086-293-5670

庭瀬ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

平野847-6

086-903-4114

笛木内科医院

庭瀬183

086-292-0033

医療法人野崎医院

庭瀬214-3

086-292-0101

名越整形外科医院

庭瀬229-2

086-293-0640

かりや内科

庭瀬810-3

086-250-2017

にしがわ診療所

中撫川448-1

086-239-2450

医療法人岡山奏和会撫川ｸﾘﾆｯｸ

撫川1470

086-292-8133

医)医清会ﾏｽｶｯﾄ内科ｸﾘﾆｯｸ

菅野4283

086-294-7111

医)山谷医院

吉宗429-3

086-294-2987

医)坂野内科医院

吉宗677-1

086-294-5025

医)難波医院

横井上222-1

086-294-3366

医)藤和会 津高台診療所

津高台1-2009-13

086-251-0372

医社)岡山二人ｸﾘﾆｯｸ

津高285-1

086-256-7717

医)森脇内科医院

津高712-1

086-253-1567

福本ｸﾘﾆｯｸ

首部65-4

086-284-8811

医)桃樹会 大守ｸﾘﾆｯｸ

楢津1203-1

086-284-2777

医社)岡山純心会 前田医院

楢津310-1

086-284-7676

医) 山下ｸﾘﾆｯｸ

楢津394-1

086-284-5511

医)鳥越医院

楢津706-1

086-284-7211

医療法人優仁会あおぞら内科･整形外科ｸﾘﾆｯｸ

一宮山崎270-4

086-284-3113

医) 須藤医院

一宮117-1

086-284-0175

医)秀樹会 大橋内科医院

一宮144-2

086-284-5552

医)川島会 浦上ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

一宮34-3

086-284-1221

医)黒住外科内科

一宮509-1

086-284-5400

医)正善会 今井医院

西辛川269-1

086-284-0043
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医)有森･整形外科･内科ｸﾘﾆｯｸ

西辛川479

086-284-6188

医)深澤内科医院

西辛川487-2

086-284-1151

ｻﾝﾉｾﾞの丘ｸﾘﾆｯｸ

芳賀1735-79

086-286-0888

医)清藤会 芳賀佐山診療所

芳賀5112-103

086-284-7272

済生会 吉備病院

高松原古才584-1

086-287-8655

医) 深井医院

高松131-5

086-287-2011

医)緑樹会 渡辺医院

吉備津1022-6

086-287-7232

医)芳貴会 えばらｸﾘﾆｯｸ

加茂15-3

086-287-3300

医)田中胃腸科

小山108-3

086-287-9200

医)義人会 井上医院

大井2316

086-295-0014

木村医院

大井2393-5

086-295-0010

医)雄風会あしもりｸﾘﾆｯｸ

下足守1900-1

086-295-1133

医) ももたろう整形外科医院

下足守1912-1

086-295-2557

医)中山医院

西山内101

086-299-0005

医療法人 三戸内科医院

牟佐168-3

086-229-3331

岡山東部脳神経外科病院

牟佐96-1

086-229-1188

医療法人ｲｷｲｷ会 水川内科小児科医院

原346-3

086-228-2524

医)山中医院

御津野々口378-5

086-724-0201

国立病院機構 岡山市立金川病院

御津金川449

086-724-0012

医)経和会 難波医院

御津金川983

086-724-0008

岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院

建部町福渡1000

086-722-0525

医)ﾋｺﾞﾔ内科医院

建部町福渡419-3

086-722-0226

医)秋桜会 佐藤医院

建部町川口1524-3

086-722-1122

医)たけべｸﾘﾆｯｸ

建部町建部上325-1

086-722-0063

