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

津山市
医療法人辻医院

小原27-1

0868-23-2567

医療法人優和会本渡記念循環器ｸﾘﾆｯｸ

小原79-5

0868-22-8715

安田医院

上河原215-7

0868-23-5537

薄元医院

山北435-8

0868-22-2465

内田整形外科医院

山北550

0868-22-2302

ふくはら小児科内科

山北559-5

0868-23-6331

医療法人いちば医院

二宮1900-5

0868-28-8300

医療法人ｳﾅﾃﾞ会河原内科松尾小児科ｸﾘﾆｯｸ

二宮2137-10

0868-28-0519

わたなべ内科医院

二宮53-6

0868-28-5001

医療法人井戸内科ｸﾘﾆｯｸ

山下101

0868-22-2101

医療法人博栄会水田皮膚科泌尿器科

南新座105

0868-23-2108

神谷内科医院

南新座109

0868-25-2177

青木ｸﾘﾆｯｸ

戸川町12

0868-22-3087

医療法人衣笠内科医院

椿高下39

0868-22-7811

医療法人和風会中島病院

田町122

0868-22-8251

医療法人西下病院 ｻﾝｸﾘﾆｯｸ

田町27-1

0868-22-5103

医療法人晴顕会大谷病院

田町33

0868-22-9381

角田医院

田町85

0868-23-0262

またの内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ

新職人町18-1

0868-22-4758

医療法人仁聖会 小畑醫院

大田452-6

0868-27-2111

医療法人野ゆり会かんざき医院

山方55-10

0868-27-1311

平山ｸﾘﾆｯｸ

東一宮43-12

0868-27-7111

中西ｸﾘﾆｯｸ

東一宮43-13

0868-27-7200

中尾内科ｸﾘﾆｯｸ

沼854-6

0868-24-4488

医療法人大桑医院

川崎1136

0868-26-1349

津山中央病院

川崎1756-7

0868-21-8111

津山東ｸﾘﾆｯｸ

川崎176-1

0868-26-1138

布上内科医院

河辺1155-6

0868-26-1405

神尾内科医院

河辺770

0868-26-1048

おおうみｸﾘﾆｯｸ

河辺933-3

0868-21-0033

医療法人鴻鵠会岡外科胃腸肛門科

河辺943-1

0868-26-0110

総合病院 津山第一病院

中島438

0868-28-2211

平福診療所

平福546-1

0868-28-3858

一般財団法人江原積善会ESｸﾘﾆｯｸ

津山口308

0868-23-3000
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機関名
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医療法人多胡医院多胡ｸﾘﾆｯｸ

草加部955-1

0868-29-7111

坂本ｸﾘﾆｯｸ

高野本郷1257-6

0868-21-1066

内科小児科西医院

高野本郷1274-1

0868-26-5522

社会医療法人清風会津山ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

高野本郷1279-28

0868-26-2221

社会医療法人清風会日本原病院

日本原352

0868-36-3311

医療法人本位田診療所

新野東1797-12

0868-36-5613

医療法人こころ勝北診療所

杉宮14-2

0868-29-2324

医療法人勝北ｸﾘﾆｯｸ勝北すこやかｸﾘﾆｯｸ

坂上221-1

0868-29-7701

影山医院

上村62-1

0868-29-1511

只友医院

加茂町塔中105

0868-42-2043

万袋医院

加茂町中原32

0868-42-3025

医療法人健生会くめ診療所

宮尾285-1

0868-57-7300

倭文診療所

里公文1674-1

0868-57-3028

玉野市
中谷外科病院

田井 3丁目1番20号

0863-31-2323

大西病院

田井 3丁目8番11号

0863-33-9333

玉野中央病院

築港 1丁目15番3号

0863-31-1011

石井医院

築港 1丁目5番33号

0863-21-2743

岡山赤十字病院玉野分院

築港 5丁目16番25号

0863-31-5117

井上ｸﾘﾆｯｸ

宇野 1丁目12番27号

0863-32-0831

青井医院

宇野 2丁目32番7号

0863-21-4370

原田内科ｸﾘﾆｯｸ

宇野 2丁目37番18号

0863-31-1717

地方独立行政法人玉野医療ｾﾝﾀｰ 玉野市民病院

宇野 2丁目3番1号

0863-31-2101

河口医院

宇野 5丁目1番1号

0863-32-5144

宇野八丁目ｸﾘﾆｯｸ

宇野 8丁目19番3号

0863-33-8080

井上内科医院

玉 2丁目12番10号

0863-21-2074

田川医院

和田 1丁目6番14号

0863-81-8345

油原医院

和田 1丁目9番5号

0863-81-8235

山田ｸﾘﾆｯｸ

和田 3丁目19番1号

0863-81-7197

由良病院

深井町 11-13

0863-81-7125

せいきょう玉野診療所

羽根崎町 5-10

0863-81-1696

医療法人SHIROしんみなｸﾘﾆｯｸ

用吉 1676

0863-71-4800

満木内科小児科

用吉 1681-1

0863-71-0747

三宅内科外科医院

槌ヶ原 1017

0863-71-2277

荘内ｸﾘﾆｯｸ

迫間 2138-2

0863-71-4976
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電話番号

竹原内科医院

迫間 2280-11

0863-71-0101

たなべ内科

八浜町八浜 1484-1

0863-51-3600

医療法人こやま医院

八浜町見石 1607-3

0863-51-3333

近藤医院

東田井地 1398

0863-41-1061

笠岡市
医療法人社団平山内科整形外科ｸﾘﾆｯｸ

吉田37-2

0865-65-1110

鈴木医院

西大島新田108

0865-67-2315

木野山医院

西大島新田649

0865-67-0852

安倍医院

神島外浦1192

0865-67-5112

谷口ｸﾘﾆｯｸ

金浦1111番地

0865-66-0517

医療法人さくらい内科小児科医院茂平診療所

茂平1970

0865-66-5000

医療法人さくらい内科小児科医院金浦診療所

吉浜2483-5

0865-66-4800

医療法人緑十字会笠岡中央病院

笠岡5102番地の14

0865-62-5121

笠岡市立市民病院

笠岡5628番地の1

0865-63-2191

西井ｸﾘﾆｯｸ

笠岡615-12

0865-63-9002

医療法人斎藤内科消化器科

五番町6番地10

0865-62-3356

渡辺ｸﾘﾆｯｸ

中央町2-8

0865-62-2319

医療法人小田内科医院

富岡265-7

0865-67-5511

医療法人おぐるすﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ内科循環器呼吸器科

九番町2-2

0865-63-0100

猪木医院

十一番町1-7

0865-62-3737

井原市
美星国保診療所

美星町大倉2467番地4

0866-87-2525

三宅医院

美星町星田5191番地1

0866-87-2303

山成医院

芳井町与井 44番地7

0866-72-0101

河合医院

芳井町吉井 89番地1

0866-72-1556

赤木医院

芳井町東三原 1061番地1

0866-74-0802

國司内科

西江原町 1797番地1

0866-63-0739

原田内科医院

西江原町 851番地1

0866-63-1620

大山胃腸科放射線科内科

西江原町1470番地1

0866-65-0065

前谷内科ｸﾘﾆｯｸ

西江原町666番地1

0866-63-4888

ほそや医院

七日市町 102番地

0866-62-1373

井原市立井原市民病院

井原町1186番地

0866-62-1133

菅 病院

井原町124番地

0866-62-2831

小田病院

井原町582番地

0866-62-1355

森本整形外科医院

上出部町473番地

0866-62-6000
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井原腎泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ

上出部町513番地

0866-62-2960

井原第一ｸﾘﾆｯｸ

高屋町 127番地1

0866-67-0331

青木内科

高屋町 4丁目24番地10

0866-67-3138

総社市
平川内科ｸﾘﾆｯｸ

久代4964-1

0866-96-2002

医療法人革斉会 杉生ｸﾘﾆｯｸ

三須1342

0866-92-0252

医療法人健奉会谷向内科

井手1208-2

0866-94-8801

長野病院

総社2-22-43

0866-92-2361

医療法人薬師寺医院

中央1丁目22-103

0866-93-6555

あさのｸﾘﾆｯｸ

中央2丁目3-5

0866-93-8808

医療法人雄栄会 角田医院

中央3丁目3-113

0866-93-1288

医療法人 やまもと医院

三輪618

0866-93-7773

みやした内科医院

真壁1231-1

0866-95-2860

渡辺医院

真壁151-5

0866-92-7222

医療法人さかえ外科内科ｸﾘﾆｯｸ

真壁212

0866-93-8800

医療法人仁徳会森下病院

駅前1丁目6-1

0866-92-0591

医療法人孝秀会 ﾊﾟｰｸ統合ｸﾘﾆｯｸ

駅前2丁目17-1

0866-92-3661

医療法人杉の会 杉本ｸﾘﾆｯｸ

駅前2丁目18-21

0866-92-1000

医療法人友野内科医院

富原344-1

0866-92-8822

医療法人弘友会泉ｸﾘﾆｯｸ

小寺995-1

0866-94-5050

医療法人診療ﾄﾞｸﾀｰ 杉生

門田315

0866-92-5771

くにとみｸﾘﾆｯｸ

門田78-1

0866-92-0255

医療法人康栄会岡ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ

岡谷170

0866-93-3033

きびじ整形外科･内科･ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ

岡谷337-1

0866-93-1221

医療法人清音ｸﾘﾆｯｸ

清音三因606-1

0866-94-4111

医療法人 昭和医院

美袋1267

0866-99-2762

医療法人 旦医院

美袋1792-1

0866-99-1120

高梁市
医療法人池田医院

中間町58

0866-22-2244

医療法人慶真会大杉病院

柿木町24

0866-22-5155

医療法人昌陽会藤本診療所

松原通2113

0866-22-3760

医療法人仲田医院

落合町阿部1896

0866-22-0511

医療法人宏仁会まつうらｸﾘﾆｯｸ

成羽町下原1004-1

0866-42-2315

高梁市国民健康保険成羽病院

成羽町下原301

0866-42-3111

高梁市川上診療所

川上町地頭2340

0866-48-4188
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医療法人野村医院

巨瀬町1650-1

0866-25-0003

医療法人三渓会三村医院

巨瀬町5085-1

0866-25-9010

高梁市有漢診療所

有漢町有漢3387番地

0866-57-3141

高梁市中井診療所

中井町西方3167番地1

0866-28-2840

新見市
吉田医院

高尾2487-20

0867-72-7838

長谷川紀念病院

高尾793-6

0867-72-3105

新見中央病院

新見827-1

0867-72-2110

上江洲医院

石蟹60

0867-76-1835

太田病院

西方426

0867-72-0214

菅生診療所

菅生6382-4

0867-88-8304

湯川診療所

土橋2406

0867-74-3180

新見市大佐診療所

大佐小阪部1470

0867-98-2500

神代診療所

神郷下神代3946

0867-92-6001

哲西町診療所

哲西町矢田3604

0867-94-9224

備前市
備前市国民健康保険市立日生病院

日生町寒河2570-41

0869-72-1111

医療法人秀伸会萩原医院

日生町寒河3955-2

0869-74-0007

医療法人しょう恵会 木村内科

伊部1491

0869-64-3497

星合医院

香登西252

0869-66-7100

医療法人社団積常会木村医院

西片上15-3

0869-64-2277

小林内科医院

鶴海1577-1

0869-65-8003

医療法人正風会 浦上医院

穂浪2835-8

0869-67-0302

医療法人閑谷会 下野内科外科

木谷220-1

0869-67-2335

吉本医院

三石100-5

0869-62-1122

備前市国民健康保険市立備前病院

伊部2245

0869-64-3385

備前市国民健康保険市立神根診療所

吉永町神根本162-4

0869-84-2489

備前市国民健康保険市立吉永病院

吉永町吉永中563-4

0869-84-2120

たかばｸﾘﾆｯｸ

吉永町吉永中767-6

0869-84-2017

備前市国民健康保険市立三国診療所

吉永町都留岐319

0869-85-0006

瀬戸内市
まつした医院

邑久町尻海7-1

0869-22-0006

医療法人内田ｸﾘﾆｯｸ

邑久町本庄2004-5

0869-22-3020

医療法人瀬戸内りょうま医院

邑久町尾張1341-20

0869-22-2800

医療法人 寛和会 内田医院

邑久町尾張39-12

0869-22-5010
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医療法人仁生会長田医院

邑久町豊原341-2

0869-22-0001

医療法人那須医院

邑久町大窪13-3

0869-22-0140

医療法人もろおかｸﾘﾆｯｸ

邑久町北島492-1

086-943-1222

岡崎内科ｸﾘﾆｯｸ

邑久町山田庄212-1

0869-22-3880

医療法人 藤原ｸﾘﾆｯｸ

邑久町山田庄75-1

0869-24-0777

瀬戸内市立瀬戸内市民病院

邑久町山田庄845-1

0869-22-1234

水野医院

邑久町上笠加171-5

0869-22-3111

はっとり医院

長船町土師1212-5

0869-26-5656

おさふねｸﾘﾆｯｸ

長船町土師332-1

0869-26-8080

医療法人平井医院

長船町福岡102-1

0869-26-2006

医療法人柴田医院

長船町長船426

0869-66-9008

長谷井内科医院

長船町服部481-4

0869-26-3630

医療法人こむら整形外科内科

長船町服部521-1

0869-26-8882

津島医院

牛窓町牛窓3823

0869-34-3313

医療法人道照会竹内医院

牛窓町牛窓4949-24

0869-34-4888

赤磐市
いろどりｸﾘﾆｯｸ

松木481-1

086-995-2307

医)道満医院

町苅田920

086-957-2111

医)翠松会 越宗医院

西窪田523-1

086-957-3035

桜井内科

山口160-3

086-957-3012

医)恵喜会 森ｸﾘﾆｯｸ

周匝728-1

086-954-4747

赤磐市国民健康保険熊山診療所

松木621-4

086-995-1251

医)桜美会 さくら整形ｸﾘﾆｯｸ

桜が丘東4-4-471

086-995-9720

医)ﾍﾟｶﾞｻｽ うえの内科小児科医院

桜が丘西4-1-11

086-956-0505

医)桜が丘ｸﾘﾆｯｸ

桜が丘西6-3-13

086-955-8025

医)山陽ｸﾘﾆｯｸ

上市141-1

086-955-7111

医)光心会 あかいわﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

河本1143

086-955-9251

医)松樹会 小坂内科医院

山陽4-13-3

086-955-3344

医)叡智山本ｸﾘﾆｯｸ

五日市245-4

086-955-8868

医)秀志会ふよう内科ｸﾘﾆｯｸ

西中1188-1

086-955-7110

真庭市
医) 聖旨会 吉弘ｸﾘﾆｯｸ

山田1937

0866-52-2704

医) 外科 牧原医院

宮地1481-1

0866-52-2469

廣惠医院

下中津井773-9

0866-52-5020

医) ひいらぎ さとう医院

下呰部452

0866-52-9898

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)美甘会 勝山病院

本郷1819

0867-44-3161

医)敬和会 近藤病院

勝山1070

0867-44-2671

しんまち診療所

勝山251

0867-44-1220

医)かめの子会 米田内科医院

勝山96

0867-44-2132

医)洗心堂 宮島医院

月田6840

0867-44-2403

中井医院

月田6858

0867-44-4848

真庭市国民健康保険湯原温泉病院

下湯原56

0867-62-2221

谷田医院

蒜山中福田299

0867-66-3616

医)日新会 遠藤ｸﾘﾆｯｸ

蒜山上福田694

0867-66-3002

医)高田医院

福田278

0867-52-2233

内科 小児科本山医院

下方1226-1

0867-52-1551

医)久和会 杉江医院

下方583-1

0867-52-3456

医)福寿会 河本医院

下河内314-2

0867-55-2121

はら内科ｸﾘﾆｯｸ

久世2399-1

0867-45-7885

医)まつうら会 まつうら医院

久世2433-1

0867-42-5686

中山病院

久世2508

0867-42-0371

医)真人会 松坂内科医院

久世2873

0867-42-3300

医)ｲｹﾔ医院

久世2926-3

0867-42-0122

医)前原医院

中島392-3

0867-42-5267

みんなのｸﾘﾆｯｸ

惣195-5

0867-45-0379

まにわ整形外科ｸﾘﾆｯｸ

目木1885-1

0867-42-7300

美作市
青山医院

福本549

0868-74-2005

医療法人美風会美作中央病院

明見357-1

0868-72-0461

医療法人三水会田尻病院

明見550-1

0868-72-0380

医療法人 菊池ｸﾘﾆｯｸ

入田225-1

0868-72-5858

医療法人豊医会原医院

豊国原363-2

0868-72-8100

山田医院

栄町10-14

0868-72-0222

木田医院

中山1482-3

0868-72-4373

社会医療法人清風会 湯郷ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

湯郷815-6

0868-72-0531

医療法人 福井医院

湯郷916

0868-72-1260

松野内科医院

真加部54-1

0878-77-1310

美作市立梶並診療所

梶並501-1

0868-77-2222

美作市立大原病院

古町 1771-9

0868-78-3121

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

原田内科医院

豆田 50-3

0868-76-1230

美作市立作東診療所

江見280

0868-75-2772

金澤外科医院

江見481-1

0868-75-1181

浅口市
医療法人福嶋医院

寄島町3072

0865-54-3177

医療法人社団よりしま中西医院

寄島町7543-11

0865-54-2324

医療法人ほかま医院

金光町占見新田1166-1

0865-42-6616

医療法人みわ記念病院

金光町佐方80-1

0865-42-5000

医療法人八紘会上田内科ｸﾘﾆｯｸ

鴨方町鴨方1081-1

0865-44-3147

医療法人ﾅｶﾞﾋﾛ医院

鴨方町鴨方1837-1

0865-44-5665

高山医院

鴨方町鴨方2210-1

0865-44-2332

医療法人飛翔会鴨方ｸﾘﾆｯｸ

鴨方町深田991-1

0865-44-2602

医療法人社団福谷会鴨方第一内科ｸﾘﾆｯｸ

鴨方町六条院中1329

0865-44-9333

くにもと内科小児科医院

鴨方町六条院中2326-1

0865-44-9565

和気町
医療法人 平病院

尺所438

0869-93-1155

和気町国民健康保険日笠診療所

日笠上405

0869-93-0308

医療法人 渋藤医院

父井原434-1

0869-88-0023

医療法人紀典会 北川病院

和気277

0869-93-1141

医療法人 小谷医院

和気480

0869-93-0555

早島町
医療法人木村医院

早島1469-1

086-482-0028

医療法人河原内科医院

早島3317-1

086-480-1112

里庄町
医療法人礒川内科医院

新庄1388

0865-64-2001

医療法人社団宇根本会にいつｸﾘﾆｯｸ

新庄2929-1

0865-64-3622

医療法人萌生会国定病院

浜中93-141

0865-64-3213

新庄村
新庄村国民健康保険診療所

新庄村1998-1

0867-56-3255

鏡野町
藤本診療所

古川421-5

0868-54-3350

医療法人天空会三村医院

香々美850-8

0868-56-0101

山田医院

寺元343-1

0868-54-0019

鏡野町国民健康保険病院

寺元365

0868-54-0011

鏡野町国民健康保険奥津診療所

女原90-1

0868-52-2121

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

鏡野町国民健康保険上齋原診療所

上齋原480-1

0868-44-2008

武田医院

入48-1

0868-54-0552

鏡野町国民健康保険富診療所

富西谷119

0867-57-2009

勝央町
大村医院

勝間田 220-2

0868-38-2058

小坂田医院

勝間田178

0868-38-2043

太平台医院

平1242

0868-38-5775

奈義町
野々上医院

滝本1332-1

0868-36-8282

奈義ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

豊沢 292-1

0868-36-3012

久米南町
近藤ｸﾘﾆｯｸ

下弓削389-1

086-728-3233

河合内科医院

神目中794-6

086-722-3131

美咲町
(医)三憲会柵原病院

吉ｹ原992

0868-62-1006

田口医院

大戸下253-6

0868-62-1017

関医院

原田1732-1

0868-66-1155

(医)亀乃甲診療所

原田3154-1

0868-66-1000

吉備中央町
(医)津賀ｸﾘﾆｯｸ

下加茂1103-8

0867-34-1786

(医)塚本内科医院

円城855

0867-34-0037

医療法人賀陽ｸﾘﾆｯｸ

湯山1003-1

0866-54-1519

医療法人丈和会木戸医院

上竹584-3

0866-54-1221

医療法人社団吉美会吉備高原ﾙﾐｴｰﾙ病院

宮地3336-15

0866-55-5331

