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

医療法人中村節内科医院

上東1009番地の7

086-463-3911

医療法人望 いわもとｸﾘﾆｯｸ

上東1056-1

086-464-3111

医療法人えんさこ医院

下庄458-1

086-462-0080

医療法人平成会 ｻﾝﾗｲﾌｸﾘﾆｯｸ

下庄701-10

086-464-5111

医療法人三泉会 西原内科循環器科

松島1065

086-462-6681

医療法人伸和 川井ｸﾘﾆｯｸ

二子135-1

086-463-0700

川崎医科大学附属病院

松島577

086-462-1111

まつやま内科ｸﾘﾆｯｸ

平田403-10

086-422-1177

医療法人場田医院

西坂1480-124

086-464-2958

医療法人社団 松尾医院

西坂1777-1

086-463-2252

医療法人ｲﾏｲｸﾘﾆｯｸ

徳芳109-1

086-464-2000

安住ｸﾘﾆｯｸ

黒崎25-1

086-464-6622

医療法人安東整形外科内科医院

生坂701-1

086-463-3333

きたの内科ｸﾘﾆｯｸ

中庄11-1

086-423-1114

医療法人東山会 伊木診療所

亀山775番地の1

086-429-2300

国定内科医院

西田402-4

086-454-6050

医療法人永峰会 永山医院

黒石900-1

086-422-7007

吉田内科ｸﾘﾆｯｸ

新田2757

086-430-3838

医療法人六峰会 内科ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ

新田2790-1

086-434-2800

医療法人村上内科医院

新田3211-7

086-424-0700

あい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ

中央2-18-3

086-427-8877

医療法人千先ｸﾘﾆｯｸ

福島224

086-425-2511

医療法人街の診療所 ふじた医院

福島674-1

086-423-7717

ふちもとｸﾘﾆｯｸ

幸町5-41

086-434-0088

医療法人嘉山会 稲垣医院

美和2-13-9

086-422-2323

医療法人福嶋医院 倉敷駅前診療所

阿知2-14-8

086-441-7337

かねだ内科ｸﾘﾆｯｸ

阿知3-13-1 ｵｰﾙﾌｧｰﾏｼｰﾀｳﾝ2F

086-423-1024

佐藤胃腸外科 倉敷駅前内視鏡ｸﾘﾆｯｸ

阿知3-13-1 ｵｰﾙﾌｧｰﾏｼｰﾀｳﾝ3F

086-422-0008

原内科ｸﾘﾆｯｸ

阿知3-16-4

086-422-7105

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院付属予防医療ﾌﾟﾗｻﾞ 鶴形1-11-11

086-422-6800

はやし内科

鶴形1-1-16

086-441-8849

藤野内科循環器科医院

浜ﾉ茶屋1-162

086-426-1143

医療法人信和会 守安外科胃腸科整形外科ｸﾘﾆｯｸ

宮前380-60

086-422-2511

天寿堂林医院

藤戸町天城568

086-428-1036

医療法人おぎの内科医院

藤戸町天城742番地4

086-428-7677

医療法人福寿会 藤戸ｸﾘﾆｯｸ

藤戸町藤戸1573-1

086-428-8572

医療法人わいわいｸﾘﾆｯｸ

藤戸町藤戸2-10

086-428-8525

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

医療法人和楽会あいあいえん診療所

串田660

086-470-2000

医療法人天馬会ﾁｸﾊﾞ外科胃腸科肛門科病院

林2217

086-485-1755

医療法人恒和会庵谷医院

林514

086-485-0057

国安ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

福江105-1

086-485-6111

医療法人緑の会ﾀﾅﾍﾞ内科医院

玉島爪崎225番地の2

086-526-2100

医療法人鴨井医院

新倉敷駅前2-62-3

086-522-2291

医療法人社団西崎内科医院

新倉敷駅前3-119-1

086-526-6200

谷口内科医院

新倉敷駅前3-77-1

086-525-2600

医療法人すこやか会ゆのき医院

新倉敷駅前5-73

086-522-8371

医療法人出宮内科医院

船穂町船穂1438

086-552-2224

かもい胃腸科内科医院

船穂町船穂39番地の11

086-552-2970

おかもと内科ｸﾘﾆｯｸ

水江1029-1

086-441-1080

ｻﾝｼｬｲﾝ中村内科ｸﾘﾆｯｸ

水江1414-1

086-466-3300

やまだ内科ｸﾘﾆｯｸ

水江1594-56

086-466-6880

医療法人三周 三谷原内科医院

中島1473-1

086-466-3600

医療法人たかや内科小児科

中島2769-1

086-466-0550

医療法人明風会 佐々木内科医院

中島278

086-465-2611

斎藤医院

西阿知町新田552-1

086-466-3177

倉敷ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ

西阿知町新田6

086-465-5118

はばら内科ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ

西阿知町西原1074-1

086-454-8151

にしあちﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

西阿知町1253

086-460-3880

はらもと内科皮膚科ｸﾘﾆｯｸ

西阿知町566-1

086-460-1177

八王寺内科ｸﾘﾆｯｸ

八王寺町174-7

086-427-7800

医療法人すわ内科皮ふ科

八王寺町287

086-425-8008

医療法人藤井ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ

白楽町125-13

086-423-8211

医療法人くすの木 木村内科医院

白楽町556-6

086-426-8880

医療法人悠周会 中洲内科

安江392-1

086-435-5500

社会医療法人全仁会 倉敷平成病院

老松町4-3-38

086-427-1111

医療法人誠和会倉敷第一病院

老松町5-3-10

086-424-1000

どうみょう医院

老松町5-589-1

086-427-3600

医療法人博美会 渡辺医院

西中新田16

086-422-3161

医療法人岡山ｸﾘﾆｯｸ

笹沖461-1

086-425-5282

荒木ｸﾘﾆｯｸ

笹沖474-4

086-424-1713

わきや内科ｸﾘﾆｯｸ

笹沖608-3

086-421-5547

山本内科

四十瀬259

086-422-2773

医療法人喜養会 仁科内科医院

吉岡452-1

086-424-7117

山田整形外科

吉岡561-15

086-421-0503
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令和４年４月１日時点
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いたのｸﾘﾆｯｸ

福井14-1

086-424-7200

そうしんｸﾘﾆｯｸ茶屋町

茶屋町2102-1

086-428-9000

茶屋町駅前ｸﾘﾆｯｸ

茶屋町233-2 1F

086-420-0007

茶屋町在宅診療所

茶屋町360-12

086-429-0033

医療法人平田内科医院

茶屋町427-1

086-429-2221

医療法人幸伸会すぎはら眼科･循環器科内科

茶屋町751-1

086-428-2868

早沖診療所

茶屋町早沖1330-2

086-428-7100

呉妹診療所

真備町尾崎1600-1

086-698-2220

医療法人源医院

真備町有井205―1

086-698-5050

医療法人白医会 川辺内科

真備町川辺102-1

0866‐97-1011

医療法人武鶴会平本胃腸科外科ｸﾘﾆｯｸ

真備町川辺1834-5

086-698-9811

医療法人和陽会 まび記念病院

真備町川辺2000-1

086-698-2248

医療法人ﾃｨｰ･ｴﾑ･ｼｰ てぜん内科ｸﾘﾆｯｸ

水江1番地

086-430-5150

医療法人沼本医院

児島田の口1-9-11

086-477-7267

医療法人翠洋会 大滝医院

児島田の口3-8-30

086-477-7649

やまな内科整形外科

児島下の町10-2-12

086-472-3012

医療法人社団五聖会児島聖康病院

児島下の町10-374

086-472-7557

医療法人仁 西原医院

児島下の町1-11-14

086-472-3505

村山ｸﾘﾆｯｸ

児島下の町2-12-2

086-472-3059

加藤医院

児島下の町2-14-17

086-472-3567

医療法人王慈会王子脳神経外科医院

児島下の町5-2-17

086-474-0111

松香内科医院

児島上の町3-1-10

086-472-3317

医療法人恵和会内科いこいの家

児島小川9-1-46

086-474-3320

医療法人児島第一診療所

児島味野1-14-20

086-472-2555

医療法人和楽会野上内科医院

児島味野6-1-10

086-473-3356

医療法人寿久会西原内科眼科医院

児島味野上2―8-35

086-472-2112

医療法人俊医会藤田医院

児島駅前1-53-2

086-474-0311

医療法人なんば内科ｸﾘﾆｯｸ

児島駅前1-83

086-473-7008

倉敷市立市民病院

児島駅前2-39番地

086-472-8111

医療法人やまもとｸﾘﾆｯｸ

児島元浜町783-5

086-473-5151

児島ﾏﾘﾝｸﾘﾆｯｸ

児島阿津1丁目7-27

086-474-0333

倉敷ｼﾃｨ病院

児島阿津2-7-53

086-472-7111

医療法人鷲風会下津井病院

下津井吹上2-6-4

086-479-9494

三宅医院

児島赤崎1-3-37

086-472-2655

杓永整形外科

児島柳田町596

086-473-0200

医療法人恵和会田嶋内科

児島柳田町862

086-474-3310

医療法人仁寿会新見脳神経外科医院

児島稗田町1822

086-474-2200
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医療法人おか内科耳鼻科

児島稗田町1957

086-472-7780

みずしま検診ｸﾘﾆｯｸ

水島高砂町5-15

086-441-0160

医療法人ｴﾑ･ﾋﾟｰ･ｴﾇ 武田病院

連島町西之浦352-1

086-446-4141

吉澤医院

連島町亀島新田468-2

086-444-9316

医療法人三宅内科ｸﾘﾆｯｸ

連島町鶴新田1278-1

086-444-6070

たけだｸﾘﾆｯｸ

連島町鶴新田1730-3

086-440-0022

びとう整形外科内科医院

連島4-2-20

086-444-0333

医療法人倉敷ﾎﾟﾌﾟﾗ会 小川内科医院

連島5-1-37

086-448-5800

医療法人やべ内科ｸﾘﾆｯｸ

連島中央1-10-5

086-444-5190

医療法人井上胃腸科外科医院

連島中央5-7-18

086-444-2772

辻眼科内科

水島南春日町3-15

086-446-2110

医療法人庸英会 まさよし内科小児科ｸﾘﾆｯｸ

福田町浦田2391

086-455-9848

医療法人雨宮医院

北畝4-17-12

086-456-2000

医療法人高橋内科医院

広江6-2-3

086-455-5821

医療法人和香会 倉敷廣済ｸﾘﾆｯｸ

東塚5-4-16

086-455-5111

医療法人以心会 難波医院

福田町古新田146-4

086-455-9009

医療法人弘和会 みやけ内科小児科医院

福田町古新田814

086-456-8000

おおしも内科

中畝2-8-21

086-476-2630

水島南診療所

水島東千鳥町2-10-109

086-444-9305

医療法人養命会 佐藤医院

水島西常盤町10-24

086-446-0123

社会医療法人水和会 水島中央病院

水島青葉町4-5

086-444-3311

井上ｸﾘﾆｯｸ

玉島上成538-15

086-525-8600

医療法人創生会渡辺胃腸科外科病院

玉島上成539-5

086-525-2552

医療法人社団河合会新倉敷ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ

玉島1719

086-525-5001

医療法人賀新会ﾌﾟﾗｲﾑﾎｽﾋﾟﾀﾙ玉島

玉島750-1

086-526-5511

柴田病院

玉島乙島6108-1

086-526-7870

医療法人かわたｸﾘﾆｯｸ

玉島乙島6861-1

086-525-3300

医療法人のぞみ会のぞみｸﾘﾆｯｸ

玉島乙島7125-3

086-526-5252

守屋おさむｸﾘﾆｯｸ

玉島乙島932-43

086-522-6131

新倉敷ﾋﾟｰﾁｸﾘﾆｯｸ

玉島八島1513

086-525-0840

医療法人桃山会小野内科医院

玉島八島1755

086-525-0700

当真内科医院

玉島八島617-4

086-525-2800

植田医院

玉島道越271-4

086-526-2235

仁科小児科内科医院

玉島阿賀崎945

086-522-5125

医療法人藤田医院

玉島中央町1-18-20

086-522-2009

ﾏﾂﾐｸﾘﾆｯｸ

玉島中央町1-4-8

086-525-0540

ﾔｽﾊﾗ医院

玉島中央町1-6-21

086-526-8155
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みつおかｸﾘﾆｯｸ

玉島中央町2-5-3-1

086-523-2220

玉島協同病院

玉島柏島5209-1

086-523-1234

いなだ医院

玉島柏島920-106

086-525-0600

医療法人勇崎内科胃腸科医院

玉島勇崎1156-7

086-528-1880

藤沢脳神経外科病院

玉島勇崎587

086-528-3111

山岡医院

玉島勇崎996番地の6

086-528-3100

医療法人中塚医院

玉島黒崎3911-1

086-528-0051

