
島根県肝炎医療コーディネーター　配置施設一覧
（令和２年11月時点）

◆松江圏域（松江市、安来市）

区分 施設名 住所 連絡先

松江市立病院 松江市乃白町32-1 0852-60-8000

あさひまちクリニック 松江市朝日町476-7 0852-61-3006

医療法人社団創健会　松江記念病院 松江市上乃木三丁目4番1号 0852-27-8111

松江赤十字病院 松江市母衣町200番地 0852-24-2111

医療法人　佐藤内科医院
松江市天神町15
ウィステリア天神１階

0852-21-2425

胃腸科内科田中医院 松江市宍道町宍道946-1 0852-66-0022

いんべ杉谷内科小児科醫院 松江市東忌部町83-22 0852-33-2800

鹿島病院 松江市鹿島町名分243-1 0852-82-2627

しみず内科クリニック 松江市比津が丘2丁目2-14 0852-22-8558

安来市立病院 安来市広瀬町広瀬1931番地 0854-32-2121

医療法人　杉原医院　 安来市安来町898-4 0854-23-1236

医療機関 松江保健生活協同組合　ふれあい診療所 松江市西津田8丁目8番8号 0852-23-1111

松江市役所　　健康部　 松江市乃白町32番地2 0852-60-8174

松江市役所      東出雲支所  市民生活課 松江市東出雲町揖屋1142番地 0852-55-5844

松江市・島根県共同設置松江保健所
医事・難病支援課

松江市東津田町1741-3
いきいきプラザ島根3階

0852-23-1315

安来市役所　　いきいき健康課　　 安来市広瀬町広瀬1930-1 0854-23-3220

島根県厚生農業協同組合連合会 出雲市斐川町美南1666番地 0853-31-4770

有限会社　コスモス 松江市朝日町476-7 0852-20-2512

肝炎ウイルス検査委託医療機関

肝炎等精密検査実施医療機関

行政関係

その他



◆雲南圏域（雲南市、奥出雲町、飯南町）

区分 施設名 住所 連絡先

雲南市立病院 雲南市大東町飯田96-1 0854-47-7500

はまもと内科クリニック 雲南市大東町大東2416-6 0854-43-9174

島根県雲南保健所　医事・難病支援課 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9638

雲南市役所　健康推進課 雲南市木次町里方521-1 0854-40-1045

奥出雲町役場　健康福祉課 仁多郡奥出雲町三成358-1 0854-54-2781

大東駅前薬局 雲南市大東町飯田102-5 0854-43-9067

さくら薬局 雲南市大東町飯田117-7 0854-43-6890

◆出雲圏域（出雲市）

区分 施設名 住所 連絡先

島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町89-1 0853-20-2721

医療法人　遠藤クリニック 出雲市渡橋町325-3 0853-23-2021

医療法人　順和会中島医院 出雲市大社町杵築南991 0853-53-2116

出雲市立総合医療センター 出雲市灘分町613番地 0853-63-5111

島根県立中央病院　 出雲市姫原4丁目1番地1 0853-22-5111

後藤内科医院 出雲市塩冶町 992-3 0853-21-7111

ひかわ医療生活協同組合　斐川生協病院 出雲市斐川町直江4883-1 0853-72-0321

大曲診療所 出雲市大津町1941 0853-21-1186

本田医院 出雲市湖陵町二部1802-1 0853-43-7800

出雲市役所　　健康増進課 出雲市今市町70 0853-21-6979

出雲市役所平田行政センター市民サービス課 出雲市平田町９５１－１ 0853-63-5500

島根県出雲保健所　　医事・難病支援課 出雲市塩冶町223-1 0853-21-1191

島根県出雲保健所　　健康増進課 出雲市塩冶町223-1 0853-21-8785

肝炎ウイルス検査委託医療機関

行政関係

肝炎等精密検査実施医療機関

肝炎等精密検査実施医療機関

その他

行政関係



みどり薬局 出雲市大津新崎町2-15 0853-23-2244

有限会社　いちご調剤薬局北本町支店 出雲市今市町北本町2丁目3-22 0853-23-3055

学校法人永島学園　出雲西高等学校 出雲市下古志町1163 0853-21-1183

日本調剤　島大薬局 出雲市塩冶町89-1 0853-24-9811

ファーマシィ薬局　新川 出雲市斐川町直江3965-2 0853-73-8500

◆大田圏域（大田市、川本町、美郷町、邑南町）

区分 施設名 住所 連絡先

医療法人　　郷原医院 大田市久利町久利726-4 0854-82-0817

大田市立病院 大田市大田町吉永1428番地3 0854-82-0330

医療法人社団　福田医院 大田市波根町字古川2028 0854-85-8526

医療法人弘生堂　須田医院 大田市仁摩町仁万862-1 0854-88-2124

秦クリニック 邑智郡美郷町粕渕 387-4 0855-75-1661

美郷町国民健康保険大和診療所 邑智郡美郷町都賀本郷 163 0855-82-2216

邑智郡公立病院組合　公立邑智病院 邑智郡邑南町中野3848-2 0855-95-2111

大田市役所　健康増進課 大田市大田町大田ロ1111 0854-83-8153

邑南町役場　保健課 邑智郡邑南町淀原153-1 0855-83-1123

その他 川本おりづる薬局 邑智郡川本町大字川本384-7 0855-72-0152

◆浜田圏域（江津市、浜田市）

区分 施設名 住所 連絡先

済生会江津総合病院 江津市江津町1016-37 0855-54-0101

独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター 浜田市浅井町777-12 0855-25-0505

医療法人社団　寺井医院 浜田市三隅町三隅382-1 0855-32-0038

肝炎等精密検査実施医療機関

肝炎ウイルス検査委託医療機関

肝炎等精密検査実施医療機関

行政関係

その他



應儀医院 江津市桜江町市山 274 0855-92-0057

医療法人慈誠会　山根病院 浜田市熱田町1517-1 0855-26-0688

野上医院 浜田市三隅町三隅1303 0855-32-0031

浜田市国民健康保険　波佐診療所 浜田市金城町波佐イ441-1 0855-44-0001

江津市役所　　健康医療対策課 江津市江津町1525 0855-52-7935

浜田市役所　　健康医療対策課 浜田市殿町1 0855-25-9320

浜田市役所三隅支所　　市民福祉課　 浜田市三隅町三隅1434 0855-32-2806

島根県浜田保健所　医事・難病支援課 浜田市片庭町254 0855-29-5554

島根県浜田保健所　健康増進課 浜田市片庭町254 0855-29-5548

島根県環境保健公社　浜田支所 浜田市竹迫町2373-4 0855-22-7442

ウェーブいわみ薬局 浜田市浅井町878－9 0855-24-1150

三隅薬局 浜田市三隅町三隅1314-6 0855-32-1577

◆益田圏域（益田市、津和野町、吉賀町）

区分 施設名 住所 連絡先

石見クリニック 益田市駅前町7-1 0856-23-2370

益田赤十字病院 益田市乙吉町イ103-1 0856-22-1480

医療法人好生堂　和﨑医院 鹿足郡津和野町後田ロ405 0856-72-0025

益田市役所　　健康増進課
益田市駅前町17番1号益田駅前ビル
EAGE2階益田市立保健センター内

0856-31-0214

益田市役所　　高齢者福祉課 益田市常盤町1-1 0856-31-0682

益田市役所　匹見総合支所　匹見地域振興課 益田市匹見町匹見イ1260番地 0856-56-0300

島根県益田保健所　　医事・難病支援課 益田市昭和町13-1 0856-31-9543

島根県益田保健所　　健康増進課 益田市昭和町13-1 0856-31-9547

吉賀町役場　保健福祉課 鹿足郡吉賀町六日市750番地 0856-77-1165

津和野町役場　健康福祉課 鹿足郡津和野町後田ロ64番地6 0856-72-0651

肝炎ウイルス検査委託医療機関

その他

肝炎等精密検査実施医療機関

行政関係

行政関係



島根県立益田高等学校 益田市七尾町1-17 0856-22-0044

柿木つくし薬局 鹿足郡吉賀町柿木村柿木651-5 0856-79-2491

◆隠岐圏域（海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町）

区分 施設名 住所 連絡先

肝炎等精密検査実施医療機関 隠岐病院 隠岐郡隠岐の島町城北町355 08512-2-1356

海士町役場　　健康福祉課 隠岐郡海士町大字海士1490 08514-2-1823

島根県隠岐保健所　　地域健康推進課 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9710

島根県隠岐保健所　　島前保健環境課 隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 08514-7-8121

行政関係

その他


