
令和４年度　松山市肝炎ウイルス検査実施医療機関一覧
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番町 飯尾小児科内科 三番町5丁目10-15 941-7585 八坂 平松循環器科内科 湊町2丁目1-12 943-2570 新玉 みねおい内科・循環器内科 生石町472 932-1202

大西内科 三番町5丁目1-3 931-7798 みやわきこどもクリニック 錦町6-7 934-9100 よつば循環器科クリニック 南江戸4丁目3-53 965-2211

梶浦病院 三番町4丁目4－5 943-2208 素鵞 あさの胃腸内科クリニック 小坂3丁目3-26 945-3351 味酒 おおぞら病院 六軒家町4-20 989-6620

須賀医院 三番町4丁目2-5 931-1242 いちかわ内視鏡内科クリニック 枝松5丁目6-10 915-7677 河田外科脳神経外科医院 六軒家町3-19 924-1590

菅井内科 一番町3丁目3-3 931-3161 たかいわ小児科 小坂4丁目7-12 948-4470 清水医院 衣山町4丁目818-2 922-1500

徳永外科医院 湊町4丁目7-11 943-3500 田窪リウマチ・整形外科 枝松1丁目9-38 986-7000 松浦内科 本町3丁目6-10 941-1133

ほこいし医院 柳井町1丁目14-8 931-5811 松山協和病院 立花5丁目1-53 932-1712 松村内科クリニック 六軒家町4-21 926-5500

山田内科クリニック 三番町5丁目9-4 941-6288 雄郡 遠藤内科医院 永代町3-4 943-5338 立命クリニック 本町4丁目5-1 994-8711

東雲 井手整形外科医院 昭和町70-3 941-2191 おおの整形外科内科医院 土居田町417-1 973-0112 清水 岩﨑内科医院 高砂町1丁目3-9 925-6005

浦屋医院 中一万町5-10 943-0150 たかおか眼科・内科クリニック 竹原2丁目1-50-1F 921-7000 大瀬戸医院 清水町3丁目157-2 926-2226

木村クリニック 一番町1丁目7-6 941-3200 福本外科クリニック 竹原町1丁目2-17 943-7035 越智クリニック 清水町1丁目8-25 923-3822

蔵原放射線科 東雲町4-8 941-0851 松山市医師会健診センター 藤原2丁目4-70 915-7701 佐藤実病院 本町6丁目3-1 925-5544

富永ペインクリニック 此花町1-23 2F 921-7711 眞理こころのクリニック 空港通2丁目13-8 994-8618 順風会健診センター 高砂町2丁目3-1 915-0002

西川内科・消化器クリニック 勝山町2丁目72 915-1118 三宅内科胃腸科 土居田町58-3 932-6262 城北診療所 姫原3丁目7-17 926-3625

久野内科 此花町8-24 932-5567 村上胃腸内科クリニック 竹原町1丁目6-5 968-1118 藤原胃腸科 中央2丁目1236-5 925-1313

松山まどんな病院 喜与町1丁目7-1 936-2461 新玉 あらたま内科・糖尿病内科 千舟町8丁目66-5 909-3533 一朋会 増田病院 山越3丁目5-24 924-7804

村上循環器科 勝山町2丁目7-2 943-5355 愛媛県総合保健協会 味酒町1丁目10-5 987-8203 みどりクリニック内科消化器科 中央1丁目10-12 926-8881

矢野産婦人科 昭和町72-1 921-6507 大手町クリニック
大手町1丁目11-1  6
Ｆ

931-1374 渡辺泌尿器科内科 山越町445-1 922-7088

八坂 河野内科 千舟町2丁目7-1 941-3181 小松内科循環器科クリニック 大手町2丁目9-6 921-0808 桑原 大野内科循環器科消化器科 松末2丁目14-3 976-1500

長井医院　整形外科・内科 築山町7-11 947-1808 佐伯内科クリニック 宮田町170番地 915-6000 桑原内科麻酔科 桑原2丁目8-18 941-8567

中西内科医院 築山町8-17 921-6555 松山市民病院 大手町2丁目6-5 943-1151 ひろ整形外科 桑原4丁目16-11 945-6000
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桑原 松岡婦人科クリニック 樽味2丁目8-30 932-3355 垣生 岡部クリニック 東垣生町136 972-2221 堀江 よしおか眼科・さかい産婦人科 内宮町512-9 978-3888

松山城東病院 松末2丁目19-36 943-7717 ふくだ循環器科内科クリニック 西垣生町478-6 989-3433 米田内科 堀江町甲1518-1 978-0036

三世ペインクリニック 桑原1丁目4-45 934-1374 和田医院 西垣生町776-3 972-0620 余土 おおしろ外科 こもれび診療所 余戸西1丁目1-6 968-8788

やいた内科・内視鏡クリニック 東野2丁目2-17 977-7149 宮前 かない循環器科内科クリニック 中須賀1丁目1-26 952-0081 こうの内科クリニック 余戸西6丁目10-50 965-4524

よしだ内科クリニック 桑原4丁目8-7 933-0122 沢原産婦人科・皮フ科 古三津5丁目4-34 951-0311 椿クリニック 市坪南1丁目5-26 957-6661

道後 石手まつもと内科循環器クリニック 新石手甲72-1 977-3355 重見循環器科内科 古三津5丁目8-1 953-1330 日野内科・消化器科 余戸東5丁目2-5 968-8181

浦岡胃腸クリニック 石手4丁目3-10 932-1133 にしもり内科医院 古三津2丁目15-13 952-0208 福原内科医院 保免上2丁目3-10 941-8868

桑折皮膚科・内科 道後北代2-24 923-0813 三津浜 岡本医院 住吉2丁目2-5 951-0835 星島内科医院 余戸西4丁目16-10 965-3330

田渕内科医院 道後今市10-33 925-1905 束村内科医院 若葉町7-21 951-2520 まつやま余戸南診療所 余戸南1丁目24-31 965-0373

とよしま胃腸内科クリニック 道後一万3-7 924-2936 高浜 徳山内科 松ノ木1丁目7-11 951-1110 余戸クリニック 余戸中2丁目14-3 972-6500

原循環器科内科クリニック 祝谷2丁目12-32 917-7755 久枝 稲田内科消化器科医院 鴨川3丁目3-13 924-8188 芳村小児科医院 保免西1丁目2-1 971-0800

柳井内科クリニック 道後湯之町3-10 948-0880 中西内科 安城寺町71-1 925-5678 興居島 興居島診療所 由良町1165-2 961-3001

よこた内科 岩崎町1丁目8-41 945-8811 松山第一病院 久万ノ台282-2 924-6878 久米 愛媛県厚生連健診センター 鷹子町533-1 970-2080

味生 済生会松山病院 山西町880-2 951-6111 矢野内科 東長戸1丁目10-18 922-5522 愛媛生協病院 来住町1091-1 976-7001

竹内内科胃腸科 別府町346-6 953-2311 山下消化器外科クリニック 西長戸町311-1 911-2311 久米窪田クリニック 久米窪田町1147 976-3355

どい消化器科内科クリニック 北斎院町455-5 906-0311 潮見 久保内科 鴨川1丁目2-11 925-5345 久米病院 南久米町723 975-0503

ローズペインクリニック 空港通4丁目7-2 965-0908 佐藤医院 鴨川1丁目8-26 978-0018 クリニカル樫本内科 来住町518 976-7161

渡辺病院 空港通7丁目13-3 973-0111 吉野内科 平田町19-2 979-5123 鷹の子病院 鷹子町525-1 976-5551

生石 河原医院 高岡町630-3 971-2025 和気 白形医院 和気町1丁目81 978-0145 土居循環器科内科 北久米町242 975-3501

北吉田診療所 北吉田町1019-1 965-4180 和気クリニック 太山寺町1117-1 978-2121 中田胃腸科放射線科 南久米町563 976-5111

松山西病院 富久町360-1 972-3355 堀江 山中内科・消化器内科クリニック 内宮町558-1 978-7611 ひまわりこどもクリニック 福音寺町3-8 960-1911
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久米 松山リハビリテーション病院 高井町1211 975-7431 浮穴 玉井外科・整形外科 森松町598 958-1600 石井 福井ウィメンズクリニック 星岡4丁目2-7 969-0088

南の町こども医院 鷹子町797-16 948-9011 明星クリニック 井門町462-1 957-8000 ふるかわ内科クリニック 古川南3丁目16-27 956-7717

宮内内科医院 北久米1101-1 956-2500 石井 天山病院 天山2丁目3-30 946-1555 星の岡心臓・血管クリニック 東石井町1丁目5-5 956-5511

みやぎクリニック 鷹子町442-2 993-8481 いずみ診療所 今在家1丁目1-1 958-6618 南松山病院 朝生田町1丁目3-10 941-8255

宮崎外科内科 南久米町158 975-2775 今在家クリニック 今在家3丁目1-5 969-1321 久谷 近藤内科 中野町甲404 963-3836

湯山 栗林病院 溝辺町甲331 977-3311 上田内科 北土居3丁目15-12 957-5557 東明病院 東方町1026-1 963-3333

宮内消化器科内科 溝辺町627 977-5115 宇佐美消化器科クリニック 和泉南1丁目5-7 905-2050 北条 高橋医院 北条辻1377-1 992-0050

矢野内科クリニック 末町甲15-1 977-8855 カメリア内科・糖尿病内科クリニック 東石井5丁目7-22 905-0055 田中医院 北条辻267-5 992-0211

小野 おのクリニック 北梅本町757 975-0091 窪田クリニック消化器科・外科・肛門科 和泉南4丁目2-3 958-2516 田辺医院 北条辻13-4 992-5102

かなえ内科・糖尿病内科クリニック 平井町2577番地 909-5554 こみなと胃腸内科 北土居3丁目11-32 957-8887 檜垣小児科内科医院 北条辻415-3 992-0258

北上靖博整形外科医院 平井町甲1422-1 975-3753 しげまつ内科クリニック 居相1丁目10-20 958-6500 福井内科呼吸器科クリニック 鹿峰99-1 994-7200

くぼた内科循環器科呼吸器科 北梅本町甲3288-1 970-0011 そのだ心療内科 和泉南5丁目1-21 956-1884 北条病院 河野中須賀288-5 993-1200

関谷循環器科 北梅本町甲3320 955-7676 たんげ内科クリニック 東石井7丁目8-26 956-2525 北条フェニックス脳神経外科 北条辻609-1 960-2500

土居外科胃腸科医院 平井町3256-1 975-9700 つばきウイメンズクリニック 北土居5丁目11-7 905-1122 三好整形外科医院 小川甲82 994-7111

中川病院 南梅本町甲58 976-7811 鶴井消化器科内科外科 東石井6丁目1-12 956-0278 計182

にのみや消化器科内科・小児科 平井町甲3236-1 975-2238 とみの心臓血管クリニック 古川北3丁目3-27 905-0323

ますもと内科クリニック 南梅本町甲1271 976-1277 にしだわたる糖尿病内科 朝生田町6丁目4-1 943-1024

友愛医院 水泥町90-1 976-6262 野村胃腸科内科医院 古川西2丁目8-1 958-3811

浮穴 浮穴診療所 森松町658 956-1850 はなみずき内科クリニック 古川北2丁目9-33 957-0074

久慈クリニック 南高井町728-1 976-9292 ばらのいずみクリニック 和泉南1丁目7-10 956-6002

しらかた内科クリニック 森松町663-1 956-1515 東石井クリニック 東石井2丁目22-1 905-3200
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