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
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中区
医療法人社団あおぞら会 岡山脳神経内科ｸﾘﾆｯｸ

江崎104-16

086-230-1015

那須医院

江崎700-1

086-276-6800

ただとも胃腸内科･外科

江崎79-2

086-277-7572

原おとなこどもｸﾘﾆｯｸ

藤崎136-22

086-277-8233

山陽病院

藤崎465

086-276-1101

古田内科小児科医院

四御神335-4

086-279-5266

医療法人あすなろ会 内科小児科吉岡医院

国府市場80-3

086-275-4111

医療法人 おまち整形外科医院

雄町281-6

086-278-3300

清野内科医院

雄町295-1

086-278-5535

野上医院

雄町490-1

086-279-3018

江森内科･循環器科

中井1-13-15

086-275-7474

医療法人誠医会 矢野医院

中井1-15-18

086-275-3757

医療法人悠遊会 さとう内科

中井2-11-23

086-275-7711

桜のみち内科ｸﾘﾆｯｸ

中井462-1

086-275-2227

ゆうゆうｸﾘﾆｯｸ

賞田254-1

086-275-7716

ｺｰﾌﾟみんなの診療所

乙多見101-4

086-278-8522

藤森内科胃腸科医院

赤田66-1

086-272-5752

野間内科医院

高屋226-9

086-273-1751

高屋ｸﾘﾆｯｸ

高屋65

086-271-0055

医療法人隆和会 畑ｸﾘﾆｯｸ

原尾島3-14-37

086-272-7117

原尾島ｸﾘﾆｯｸ

原尾島3-8-16

086-271-3777

くにとみ外科胃腸科医院

国富1-14-8

086-271-1358

医療法人社団恵風会 宮本整形外科病院

国富4-2-63

086-272-1211

医療法人 吉岡内科医院

国富618

086-272-0353

片木小児科内科医院

国富781-1 国富診療ﾋﾞﾙ3F

086-271-8333

横田内科ｸﾘﾆｯｸ

国富820-1

086-272-2202

戸川医院

高島新屋敷237-3

086-275-0705

いぬい医院

高島新屋敷381-4

086-275-1507

医療法人ｱｽｸﾚﾋﾟｵｽ会 岡眼科ｸﾘﾆｯｸ

清水287

086-270-6660

医療法人 深田内科

藤原西町2-7-2

086-273-1234

岡山ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ

竹田54-1

086-271-8101

旭竜ｸﾘﾆｯｸ

中島70-1

086-275-6768

朝日医療ｸﾘﾆｯｸ

東川原141-10

086-272-5811
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医療法人 清水医院

浜1-20-27

086-271-3666

おかもと内科小児科診療所

浜356-1

086-271-2655

さつき内科ｸﾘﾆｯｸ

西川原135-1

086-206-1351

医療法人西条ｸﾘﾆｯｸ 西条脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ

西川原69-1

086-273-0106

これさわ内科医院

海吉1537-2

086-277-1881

医療法人靖和会 三宅医院

福泊9-12

086-277-5655

ﾍﾟﾘﾈｲﾄ母と子の病院

倉益203-1

086-276-8811

庄整形外科

倉益64-3

086-274-7702

森末泌尿器科内科ｸﾘﾆｯｸ

倉田210-5

086-274-3330

医療法人 小林ｸﾘﾆｯｸ

倉田324-61

086-274-1700

医療法人みさお 湯原内科医院

湊374-3

086-277-5560

医療法人 たかはしｸﾘﾆｯｸ

湊491-2

086-277-1105

しな子ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

湊495-1

086-201-7772

医療法人 万袋内科胃腸科医院

山崎263-4

086-276-2364

医療法人 庄医院

山崎267-7

086-277-0270

医療法人社団 てらだ内科ｸﾘﾆｯｸ

円山1018-3

086-277-0005

内田内科小児科医院

円山146-3

086-277-0300

長井ｸﾘﾆｯｸ

円山54-18

086-276-2111

中島内科小児科医院

円山81-7

086-276-3088

医療法人社団 三田医院

門田屋敷1-10-21 1F

086-272-7770

医療法人温交会 河島外科胃腸科

門田屋敷2-3-22

086-272-2155

鈴木内科医院

門田屋敷3-5-40-1

086-273-0101

はいさ内科医院

門田屋敷4-4-14

086-272-2593

氏平医院

古京町1-5-10

086-272-1372

医療法人 なかとう内科小児科医院

平井3-874-40

086-274-9100

清藤医院

平井4-20-15

086-277-7372

おかやま内科 糖尿病･健康長寿ｸﾘﾆｯｸ

中納言町4-31

086-272-1439

岡山博愛会御幸町ｸﾘﾆｯｸ

御幸町4-1

086-272-1161

東区
野田内科医院

藤井174-6

086-278-3318

(医)未来 津田内科小児科医院

古都南方2815-1

086-278-4123

宇野診療所

西大寺上2-8-45-1

086-943-2410

(医)社団 藤田病院

西大寺上3-8-63

086-943-6555

(医)藤原内科循環器科医院

西大寺東3-1-8

086-942-2173
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(医)寛栄会 時末消化器科内科医院

西大寺中1-4-35

086-942-2317

ｺｰﾌﾟ西大寺診療所

西大寺中2-20-33

086-944-0088

十川医院

西大寺中3-19-19

086-942-2016

(医)信愛会 宇治医院

西大寺中3-3-24

086-942-2158

産科婦人科 浮田病院

西大寺南2-5-18

086-942-5850

(医)社団春玲会 陽ｸﾘﾆｯｸ

西大寺新地16-3

086-943-8778

(医)緑青会 宿毛診療所

宿毛741-5

086-946-1035

(医)ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 石井内科ｸﾘﾆｯｸ

神崎町105-1

086-946-2030

(医)上南ｸﾘﾆｯｸ

君津321-1

086-948-5539

(医)野口医院

可知2-3-18

086-943-5131

(医)社団 美誠会 西大寺中央ｸﾘﾆｯｸ

松新町25-5

086-943-9211

(医)芥子会 城本ｸﾘﾆｯｸ

松新町65-4

086-942-7688

(医)社団 康生会 大西内科消化器科医院

益野町251-1

086-943-9191

(医)ふじわらｸﾘﾆｯｸ内科小児科

中川町301-23

086-942-3520

すどうｸﾘﾆｯｸ

西大寺中野169-7

086-942-3890

林病院

西大寺中野498-1

086-942-2980

(医)朋友会 渡辺内科

西大寺中野884

086-942-2124

(社医)盛全会 岡山西大寺病院

金岡東町1-1-70

086-943-2211

(医)美正会 澤原内科小児科医院

中尾646-4

086-297-6711

(医)国泰会 丹羽病院

東平島1036-3

086-297-5511

医)粟井内科医院

瀬戸町万富622-1

086-953-0617

医)うえおか内科医院

瀬戸町江尻1360-5

086-952-5665

医)知誠会岩藤胃腸科外科歯科ｸﾘﾆｯｸ

瀬戸町沖343

086-952-1166

医療法人 吉井外科内科ｸﾘﾆｯｸ

瀬戸町瀬戸沖210

086-952-3331

医)間阪内科

瀬戸町瀬戸185-2

086-952-1717

医)長光会 長島病院

瀬戸町瀬戸40-1

086-952-1355

医)石原医院

瀬戸町瀬戸77

086-952-0162

医)近藤内科

瀬戸町宗堂597

086-953-1610

岡山東部脳神経外科 東備ｸﾘﾆｯｸ

瀬戸町光明谷203-1

086-952-5252

医)鈴木医院

瀬戸町光明谷210-2

086-952-0205

南区
岡山みなみｸﾘﾆｯｸ

浜野2-7-25

086-250-5882

河合外科内科

豊浜町1-35

086-231-3278

医療法人医清会 山本医院

泉田418-25

086-243-2011
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医療法人 木村ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

泉田4-5-26

086-902-0007

ながい内科ｸﾘﾆｯｸ

泉田5-10-32

086-246-3332

医療法人 伏見医院

泉田5-4-16

086-241-3480

医療法人 しげとし内科小児科医院

新保397-17

086-222-2627

医療法人 前島外科内科医院

西市560-7

086-241-0032

医療法人生萌会 さわだﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ

西市584-1

086-246-4103

たなかﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

米倉80

086-243-6070

なかの内科ｸﾘﾆｯｸ

万倍70-10

086-241-2020

医療法人林内科小児科医院

大福1252-2

086-282-2626

あさひｸﾘﾆｯｸ

大福150-3

086-282-6606

医療法人青木内科小児科医院

大福281-5

086-281-2277

三宅おおふくｸﾘﾆｯｸ(旧岡山大福ｸﾘﾆｯｸ)

大福393-1

086-281-2020

あいの里ｸﾘﾆｯｸ

大福950-6

086-281-6622

医療法人福和会木下医院

妹尾1011

086-282-7788

医療法人蒼碧会原田内科医院

妹尾140-2

086-282-0318

医療法人洋友会中島病院

妹尾1878

086-282-0218

医療法人前田医院

妹尾840-11

086-282-0812

岡山市立せのお病院

妹尾850

086-282-1211

医療法人すばる 寺沢ｸﾘﾆｯｸ

東畦766-20

086-281-7211

医療法人自由会 岡山光南病院

東畦767-3

086-282-0555

ほりぐち医院

東畦80-9

086-281-9380

医療法人ふたば会うちおｸﾞﾘｰﾝｸﾘﾆｯｸ

内尾463

086-282-5722

星島医院

中畦604

086-298-2747

医療法人 葵ｸﾘﾆｯｸ

藤田560-516

086-728-0008

さとう内科ｸﾘﾆｯｸ

藤田560-524

086-296-8822

(医)よつば会 みやけ内科ｸﾘﾆｯｸ

藤田674-6

086-296-7778

医療法人浩朗会 菅医院

郡54

086-267-3411

医療法人 光南台ｸﾘﾆｯｸ

北浦714

086-267-2055

もりもと内科医院

福田229-5

086-264-2000

ふじわら内科小児科ｸﾘﾆｯｸ

福成1-167-1

086-250-8070

医療法人鳳明会 新海医院

浦安西町15-7

086-261-8118

医療法人照樹会 野坂医院

浦安本町42-2

086-262-3262

医療法人 岡内科医院

浦安本町88-7

086-265-5811

よだｸﾘﾆｯｸ

芳泉2-17-23

086-245-1187
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竹原内科医院

福富西2-5-40

086-263-6710

医療法人恵徳会 やまだﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

三浜町1-6-13

086-262-0333

あだち内科ｸﾘﾆｯｸ

三浜町2-17-17

086-902-0551

医療法人行恵会 康愛ｸﾘﾆｯｸ

三浜町2-2-8

086-262-2323

医療法人ﾊﾟｳﾛ記念会 松山胃腸科外科

松浜町16-11

086-264-3113

小野医院

平福2-1-5

086-262-1127

整形外科 ふくよしｸﾘﾆｯｸ

福吉町19-24

086-238-0050

医療法人天翔会 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾃｨ病院

築港栄町19-30

086-264-3111

医療法人栄生会 あけぼのｸﾘﾆｯｸ

築港新町1-7-28

086-902-2211

医療法人社団 かとう内科並木通り診療所

並木町2-27-5

086-264-8855

須田外科内科医院

西紅陽台3-1-120

086-362-3221

医療法人 高取内科医院

西紅陽台3-1-143瀬戸内ﾋﾞﾙ2階

086-363-9088

医療法人徳寿会 池田医院

彦崎2801-1

086-362-3100

医療法人 渡辺医院

彦崎2869-8

086-362-0363

医療法人ひまわり会 松木内科

宗津930

086-362-0247

