
神石 神石高原町立神石へき地診療所 0847-87-0199 福永1441-2 佐藤胃腸科医院 084-926-0221 西町1-4-1
油木 吉實クリニック 0847-82-0005 油木乙6676-15 福山城西病院 084-926-0606 西町2-11-36
三和 神石高原町立病院　　※ 0847-85-2711 小畠1709-3 市役所通りクリニック 084-932-6633 西町1-7-9

西桜 奥坊クリニック 084-922-5876 西桜町1-6-1
中川クリニック 084-921-0300 西深津町6-13-5

森近内科 084-927-4858 西深津町4-2-50

神辺内科 084-925-2567 野上町2-10-29

古城クリニック 084-971-7335 野上町3-6-3
山陽病院 084-923-1133 野上町2-8-2

青葉台 青葉台クリニック 084-947-6565 青葉台1-11-20 ちょう外科医院 084-923-2643 野上町3-4-30
おかだ(外科・内科)医院 084-951-1030 赤坂町早戸1470 延広 高橋クリニック 084-932-3778 延広町1-25
神原病院 084-951-1007 赤坂町赤坂1313 花園 医療法人社団花園医療福祉会　花園クリニック 084-932-6303 花園町1-3-9
楠本病院 084-954-3030 曙町3-19-18 タカタ内科胃腸科 084-921-5878 東町3-3-3
ちかもり内科医院 084-920-2360 曙町5-19-23 三宅会グッドライフ病院 084-923-0220 東町1-1-18
伊勢丘内科クリニック 084-947-1159 伊勢丘3-3-1 東川口 石田内科循環器科 084-954-1010 東川口町4-9-12

永原内科クリニック 084-948-9123 伊勢丘6-1-30 アイネス内科クリニック 084-973-1125 東桜町1-1
法宗医院 084-947-5507 伊勢丘5-6-1 あをうめクリニック 084-922-5030 東桜町1-43
ふじもり医院 084-947-1275 伊勢丘5-1-30 土屋内科医院 084-941-1754 東手城町3-11-16

王子 上田循環器科内科 084-923-6323 王子町2-14-11 もりかわ内科クリニック 084-983-0088 東手城町1-3-11

いぐちクリニック 084-928-5327 沖野上町6-11-24 井上病院 084-943-5000 東深津町3-23-46

うだ胃腸科内科外科クリニック 084-922-2445 沖野上町4-3-26 宇田内科リウマチ科 084-922-4747 東深津町2-8-30

脳神経センター大田記念病院 084-931-8650 沖野上町3-6-28 東福山駅前クリニック 084-941-7260 引野町1-19-30

重政レディスクリニック 084-922-5888 沖野上町5-6-23 コム・クリニック佐藤 084-941-0001 引野町2-20-17

堀病院 084-926-3387 沖野上町3-4-13 中国労働衛生協会 084-941-8211 引野町5-14-2
沖野上クリニック 084-932-3666 沖野上町3-1-17 中村内科・小児科 084-941-2620 引野町南2-14-17

こじまクリニック 084-945-1000 春日町1-23-25 福山回生病院 084-941-0665 引野町5-9-21
小林病院 084-943-3111 春日町7-1-18 山本醫院 084-943-2777 引野町北2-8-28

佐長内科クリニック 084-945-7785 春日町1-20-38 船 船町ふじおかクリニック 084-944-9005 船町3-4
若林医院 084-941-1112 春日町2-3-29 有木医院 084-922-1333 本町1-1-103
宮崎胃腸科放射線科内科医院 084-932-2485 霞町2-4-3 西谷内科 084-926-0800 本町5-20
佐伯クリニック 084-922-3333 霞町4-1-21 本庄 まつもりファミリークリニック 084-973-0131 本庄町中1-2-13

占部内科医院 084-954-1331 川口町5-16-53 石原内科胃腸科 084-947-1177 幕山台1-20-20

大石病院 084-953-3215 川口町1-7-15 上原医院 084-948-2101 幕山台1-1-1
渡邉内科クリニック 084-920-2327 川口町4-12-37 いそだ病院 084-922-3346 松浜町1-13-38

北吉津 ふじさわ内科 084-925-1060 北吉津町3-11-16 こばたけ医院 084-922-7878 松浜町4-5-25
岩﨑整形外科 084-932-6380 木之庄町2-7-5 まつはまクリニック 084-920-8150 松浜町1-4-13
城北診療所 084-923-8161 木之庄町2-7-2 日野ホームクリニック内科・小児科 084-923-1939 御門町3-3-15
佐藤内科胃腸科 084-922-6561 光南町2-4-20 藤本外科胃腸科肛門科クリニック 084-927-1414 御門町3-9-23
とくも胃腸科皮ふ科 084-923-1552 光南町1-7-9 やすだクリニック 084-922-1511 御門町2-5-29
福山光南クリニック 084-923-3724 光南町3-7-8 御船 いしい内科・糖尿病クリニック 084-973-2555 御船町1-9-3
小池病院 084-932-3511 光南町1-5-23 板崎外科整形外科 084-923-1076 港町2-5-25

三之丸 佐々木内科糖尿病クリニック 084-922-0500 三之丸町11-11 福山記念病院 084-922-0998 港町1-15-30
昭和 瀬尾胃腸科内科医院 084-923-2738 昭和町1-26 児玉クリニック 084-943-5633 南蔵王町6-2ｰ8

島谷病院 084-953-5511 新涯町2-5-8 福山第一病院 084-943-7171 南蔵王町5-14-5

日野内科・小児科クリニック 084-957-7222 新涯町1-5-38 水永リハビリテーション病院 084-925-5555 南蔵王町4-16-16

よしだﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ内科・小児科 084-954-0341 新涯町3-19-36 森田内科クリニック 084-940-5051 南蔵王町6-4-13

セオ病院 084-924-2233 住吉町4-1 はまもと内科クリニック 084-943-4976 南蔵王町5-6-9

セントラル病院 084-924-4141 住吉町1-26 みやざわ内科 084-999-6002 南蔵王町4-12-24

さいきじんクリニック 084-949-2777 瀬戸町山北450-1 こじょう内科 084-932-7680 南手城町1-15-3

福田内科小児科 084-951-2201 瀬戸町長和185-3 福山ファミリークリニック 084-931-4690 南手城町2-13-19

千田 菊地内科 084-961-1115 千田町2-47-6 かねもり婦人科クリニック 084-923-0882 南本庄3-2-6
石井内科医院 084-923-2972 大黒町1-43 寺岡整形外科病院 084-923-0516 南本庄3-1-52
竹本内科循環器科 050-1220-8886 大黒町1-8 福山検診所 084-926-2580 南本庄5-11-1
いしおか医院 084-946-5100 大門町3-19-14 上野整形外科・リハビリ科 084-920-5011 水呑町4425
坂本眼科小児科クリニック 084-946-6656 大門町1-40-12 岡田クリニック 084-920-5656 水呑町4526
さとう脳外科クリニック 084-940-5855 大門町3-28-43 小林医院 084-956-1351 水呑町2030-3
日本鋼管福山病院 084-945-3106 大門町津之下1844 ふじいクリニック 084-983-2219 水呑町4433

宝 にしえクリニック 084-931-3223 宝町5-25 向田医院 084-956-0048 水呑町2329-7
猪原歯科・リハビリテーション科 084-959-4601 多治米町5-28-15

クリニック和田 084-953-8292 多治米町2-14-12

谷口ハートクリニック 084-959-3211 多治米町2-15-16

仁愛内科クリニック 084-981-5017 多治米町5-23-30-202

津之郷 青景医院 084-951-1069 津之郷町津之郷484-5

田中メディカルクリニック 084-925-3660 手城町2-1-20
前原病院 084-925-1086 手城町1-3-41
森内科 084-922-1816 手城町2-8-4
石藤クリニック 084-923-1903 道三町1-1
村上内科循環器科医院 084-921-0811 道三町5-15
沼南医院 084-982-2044 鞆町後地1296-2

徳永医院 084-983-5050 鞆町鞆908-3
藤井病院 084-982-2431 鞆町鞆323
冨永内科医院 084-922-6139 奈良津町3-1-1

藤井整形形成外科医院 084-925-0011 奈良津町3-1-5
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※神石高原町立病院で特定健診のみ受診の場合は，月・木曜日（要予約）。通院時に特定健診を

　受診される場合も予約が必要です。
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※注意　特定健診は，各医療機関に予約をして，【健康保険証】【特定健診受診券】【問診票】を必ず持って行き，受診してください。

国民健康保険の特定健診が受診できる医療機関 

◆神石高原町及び近隣（福山市，府中市，庄原市）で特定健診を受診       

 できる医療機関を載せています。 

◆広島県内の他の市町にある医療機関で，特定健診が受診できる医療 

 機関もありますので，特定健診を受診できる医療機関かどうかの確 

 認は，神石高原町役場 保健福祉課 健康係 (電話：89-3366) へ 



庵谷内科循環器科 084-970-2022 御幸町上岩成234-1 鵜飼 地方独立行政法人府中市病院機構　府中市民病院 0847-45-3300 鵜飼町555-3
平井外科胃腸科医院 084-955-5550 御幸町下岩成649-5 上下 地方独立行政法人府中市病院機構　府中北市民病院 0847-62-2211 上下町上下2101

黒瀬クリニック 084-926-1331 三吉町南1-11-15 川﨑内科医院 0847-44-6001 高木町189-1
しだはらクリニック 084-923-4368 三吉町4-11-8 医療法人同仁会　府中中央内科病院 0847-45-3200 高木町402
福山市医師会健診センター 084-921-0035 三吉町南2-12-25 なかはまハートクリニック 0847-46-0810 高木町658-1

明治 小池内科循環器科 084-922-3017 明治町14-26 唐川医院 0847-45-4030 中須町1392-2
かたおか内科クリニック 084-951-2111 山手町2-3-11 医療法人社団　緑樹会　佐々木内科 0847-52-6555 中須町28-2
小林外科胃腸科 084-952-1102 山手町2-1-1 医療法人社団慶正会　奥野内科医院 0847-46-3500 府川町368-1

横尾 広畑内科・もり皮膚科 084-955-5005 横尾町1-21-8 谷医院 0847-45-1188 府川町171-1
若松 池田響子ハートクリニック 084-926-3767 若松町3-20 医療法人社団　渡辺内科医院 0847-45-8637 府川町100-19

河村内科 0847-47-6300 府中町838-3
医療法人社団　品川小児科内科 084-934-4970 今津町2-3-31 医療法人社団　金光医院 0847-41-2938 府中町15-7
瀬尾クリニック 084-934-2233 今津町5-2-2 元 社会医療法人社団陽正会　府中みのりクリニック 0847-45-4572 元町43-1
和田胃腸科皮膚科クリニック 084-933-2710 今津町2-3-18

金江 医療法人社団啓仁会　中村外科胃腸科医院 084-935-8055 金江町金見2879-8

神村 石井医院 084-933-2022 神村町3122-1
高西 医療法人社団　田川内科医院 084-934-1330 高西町1-7-30
東村 藤井クリニック 084-936-3456 東村町5
藤江 医療法人ふじえ松山内科 084-935-7631 藤江町1724-1
本郷 医療法人社団城山会　石井内科 084-936-1111 本郷町1605-2 河本内科クリニック 0824-75-0311 板橋町164-4

小川胃腸内科産婦人科医院 084-933-3356 松永町6-19-9 庄原眼科 0824-75-0115 板橋町165-6
医療法人社団涼風会　佐藤脳神経外科 084-934-9911 松永町5-23-23 川北 児玉医院 0824-72-0147 川北町158-2
進藤内科循環器科医院 084-933-2240 松永町4-12-26 口和 庄原市口和診療所 0824-87-2437 口和町大月564-11

医療法人社団杉原会　西福山病院 084-933-2110 松永町340-1 西城 庄原市立西城市民病院 0824-82-2611 西城町中野
はしもとじんクリニック 084-939-5552 松永町3-7-39-3 総領 庄原市国民健康保険総領診療所 0824-88-2611 総領町71
医療法人社団清康会　宮地クリニック 084-933-0333 松永町350 高野 庄原市高野診療所 0824-86-3066 高野町新市1150-1

橘髙クリニック 084-934-8555 宮前町1-3-15 医療法人社団　瀬尾医院 08477-2-0023 東城町川東163-7

医療法人社団吉久会　松永脳外科クリニック 084-933-2184 宮前町2-6-20 医療法人社団増原会　東城病院 08477-2-2160 東城町川東1463-1

柳津 医療法人汐仁会　橘高内科小児科医院 084-933-5227 柳津町1-2-30 日傳医院 08477-2-2180 東城町川西493-1

医療法人社団　細川医院 08477-2-0054 東城町東城133ｰ1

内海 医療法人へき地医療会　内海町いちかわ診療所 084-980-9099 内海町口355-1 三上クリニック 08477-2-1151 東城町東城375-5

中本 比婆医院 0824-72-1811 中本町1-3-1
医療法人社団健信会　木下メディカルクリニック 084-987-1252 沼隈町大字草深1711 戸谷医院 0824-72-3131 西本町2-15-31

医療法人社団悠友会　倉田内科医院 084-988-0111 沼隈町中山南1233-3 笠間医院 0824-72-0535 西本町1-22-34

佐々木内科クリニック 084-980-0333 沼隈町草深1964-1 毛利内科胃腸科医院 0824-72-2863 西本町2-10-6
医療法人　高橋医院 084-987-2345 沼隈町草深428-1 東本 藤野医院 0824-72-4646 東本町1-1-12
常石医院 084-987-0045 沼隈町常石1083 三日市 林医院 0824-72-0121 三日市町272
沼隈病院 084-988-1888 沼隈町中山南469-3

村上泌尿器科内科医院 084-980-0115 沼隈町常石2635

杉原医院 084-972-2007 加茂町上加茂400-1

医療法人社団いなほ会　せら医院 084-972-3355 加茂町下加茂993

医療法人　向田内科医院 084-972-7757 加茂町中野403-3

医療法人　いしいクリニック 084-960-5565 神辺町十三軒屋136-3

上田内科 084-963-5446 神辺町字湯野378-13

医療法人社団ひまわり会　小川内科胃腸科 084-962-3883 神辺町新徳田545-1

医療法人慈彗会　亀川病院 084-966-0066 神辺町字下御領682-1

医療法人社団清和会　柴田内科 084-962-3633 神辺町道上1-17

医療法人社団親愛会　髙橋脳神経外科 084-960-3020 神辺町道上東ノ町3004

医療法人穣和会　藤田医院 084-962-0720 神辺町川北130-1

フジタクリニック 084-963-6848 神辺町川南3162-1

医療法人　まが医院 084-963-3127 神辺町平野121-5

医療法人社団成恵会　やまてクリニック 084-962-2832 神辺町川南1044-4

医療法人社団　柚木外科医院 084-963-1311 神辺町川北954-4

医療法人　よしたかクリニック 084-963-6660 神辺町川北1345-11

いまだ内科医院 084-967-5788 神辺町大字川北324-1

芦田 石川医院 084-958-3931 芦田町下有地986

医療法人　えきや外科クリニック 084-976-2222 駅家町近田121

医療法人社団玄同会　小畠病院 084-976-1351 駅家町大字上山守203

医療法人社団黎明会　さくらの丘クリニック 084-972-2400 駅家町法成寺108

医療法人　佐野内科胃腸科医院 084-976-1121 駅家町万能倉347

長外科胃腸科医院 084-972-6321 駅家町法成寺4-1

内藤クリニック 084-977-1070 駅家町万能倉925-3

福山医療生活協同組合ふれあい診療所 084-976-4334 駅家町万能倉96-3

医療法人萌樹会　松井内科 084-976-0500 駅家町向永谷666-3

医療法人社団南坊 南坊井上内科循環器科医院 084-976-0013 駅家町近田582

山本クリニック 084-976-0051 駅家町坊寺58-1

医療法人社団　草浦医院 084-972-8885 駅家町万能倉1038

さとうファミリークリニック 084-999-3103 駅家町万能倉786-7

医療法人社団修和会　池田医院 0847-51-2098 新市町戸手2121-1

医療法人SEO　瀬尾医院 0847-51-2169 新市町新市809-2

社会医療法人社団陽正会　寺岡記念病院 0847-52-3140 新市町新市37
医療法人　三島医院 0847-51-2103 新市町宮内186-5

新市ときながクリニック 0847-51-5007 新市町新市628-2

町名 医療機関名 電話番号 住　　　所医療機関名 電話番号 住　　　所 町名

高木

中須

府中

沼隈

御幸

今津

松永

宮前

三吉

山手

福山市つづき （令和4年度）府中市

府川

※注意　特定健診は，各医療機関に予約をして，【健康保険証】【特定健診受診券】【問診票】を必ず持って行き，受診してください。

庄原市

加茂

駅家

新市

電話番号 住　　　所

東城

西本

町名 医療機関名

板橋

神辺

◆神石高原町及び近隣（福山市，府中市，庄原市）で特定健診を受診       

 できる医療機関を載せています。 

◆広島県内の他の市町にある医療機関で，特定健診が受診できる医療 

 機関もありますので，特定健診を受診できる医療機関かどうかの確 

 認は，神石高原町役場 保健福祉課 健康係 (電話：89-3366)へ  


