
〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

乃木クリニック 松江市浜乃木2丁目7番17号 0852-26-5122

いしいクリニック 松江市大庭町1802-3 0852-55-6363

石田内科小児科医院 松江市春日町583-3 0852-21-9111

松江東健康クリニック 松江市西尾町13-1 0852-25-0077

泉胃腸科医院 松江市黒田町94-9 0852-27-4976

伊藤医院 松江市東出雲町揖屋1031-2 0852-52-2251

清水医院内科循環器科 松江市古志原五丁目14-77 0852-26-2711

入江内科医院 松江市西川津町766-5 0852-27-4188

うえだ内科ファミリークリニック 松江市西津田7丁目11番15号 0852-67-5575

内田クリニック 松江市浜乃木2丁目6番13号 0852-59-5880

大國内科クリニック 松江市乃木福富町413-2 0852-60-1266

太田脳神経外科クリニック 松江市砂子町196-3 0852-59-5181

奥村医院 松江市玉湯町湯町956 0852-62-0418

おむら内科クリニック 松江市古志原五丁目4-8 0852-31-5588

片山内科胃腸科医院 松江市上乃木四丁目20番26号 0852-26-5511

勝部医院 松江市春日町365番地3 0852-27-5800

門脇医院 松江市八束町遅江384-2 0852-76-2023

さんメンタルクリニック 松江市南田町95-17 あさひビル3階 0852-20-2807

きたに内科クリニック 松江市矢田町478-5 0852-31-6011

くらはし内科クリニック 松江市乃木福富町289-1 0852-59-5700

児島医院 松江市島根町大芦2177-1 0852-85-2939

小竹原医院 松江市大輪町396-1 0852-25-3223

後藤クリニック 松江市大庭町129-6 0852-20-5100

小林クリニック 松江市比津町149-1 0852-55-6616

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。
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〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在
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あさひまちクリニック 松江市朝日町476-7 0852-61-3006

小林医院 松江市雑賀町264-3 0852-21-3407

小松クリニック 松江市黒田町30-4 0852-59-5218

佐々木医院 松江市美保関町森山726番地11 0852-72-2522

佐藤クリニック 松江市外中原町121-2 0852-24-3101

佐藤内科医院 松江市天神町15 0852-21-2425

佐貫内科医院 松江市八雲町日吉194-10 0852-54-0886

佐野内科循環器科医院 松江市浜乃木1-17-7 0852-21-4772

信太内科医院 松江市殿町332 0852-21-2046

柴田脳神経外科 松江市北堀町13番地 0852-25-8866

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

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

鈴木内科医院 松江市西川津町1198-5 0852-22-2123

須山医院 松江市黒田町30-4 0852-20-1875

あだかえたけだクリニック 松江市東出雲町出雲郷94-4 0852-52-4177

ぽよぽよクリニック 松江市東津田町1198番地3 0852-25-2581

胃腸科内科田中医院 松江市宍道町宍道946番地1 0852-66-0022

たなか内科クリニック 松江市上乃木9丁目1番10号 0852-60-5877

たにむら内科クリニック 松江市春日町180-6 0852-33-7723

つだ胃腸科・内科クリニック 松江市西津田3-5-21 0852-40-9101

つきざわ内科医院 松江市西津田10丁目17-20-11 0852-21-8180

湖北つきはしクリニック 松江市岡本町1041-2 0852-88-3636

坪内内科小児科医院 松江市宍道町宍道1296-6 0852-66-2545

津森医院 松江市本庄町567-1 0852-34-0125
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中村クリニック 松江市黒田町446-3 0852-27-2666

中村医院 松江市鹿島町佐陀本郷1852 0852-82-0046

中村内科循環器クリニック 松江市西川津町398-51 0852-20-7711

並河内科クリニック 松江市北田町2番地3 0852-20-0700

漢方女性クリニックmio 松江市朝日町498 松江センタービル2階 0852-28-0211

野津医院 松江市本庄町565-1 0852-34-0503

はまもと整形外科呼吸器内科クリニック 松江市大庭町1801番地1 0852-67-3623

春木内科クリニック 松江市古志原2丁目1-37 0852-27-2300

メディカルハーブクリニック・ひらいわ 松江市黒田町483-5 0852-21-8288

福田内科クリニック 松江市上乃木9-4-25 0852-27-1200

福庭内科医院 松江市殿町383 山陰中央ビル5F 0852-21-5670

福間内科医院 松江市雑賀町45番地 0852-21-3727

ほしの内科・胃腸科クリニック 松江市西津田5丁目21-15 0852-20-1333

星野医院 松江市古曽志町733 0852-36-8758

堀内科胃腸科医院 松江市大正町445-2番地 0852-22-1818

前之園泌尿器科内科医院 松江市乃白町1-1 0852-24-6255

まつしま脳神経内科クリニック 松江市下東川津町42-5 0852-59-5678

三浦医院 松江市東出雲町揖屋1178番地6 0852-52-3739

森脇医院 松江市砂子町202番地3 0852-27-2211

来待診療所 松江市宍道町上来待213番地1 0852-66-0002

学園クリニック 松江市学園1丁目9-21 0852-55-6386

山本内科医院 松江市堂形町754 0852-28-5100

湯原内科医院 松江市苧町9-1 0852-25-3508

吉岡医院 松江市八束町波入607番地1 0852-76-3466
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津田小学校前よしの医院 松江市東津田町1195-3 0852-22-1133

よねだ内科 松江市東奥谷町144-12 0852-28-2500

若槻内科医院 松江市山代町480番地5 0852-27-3111

ただ内科・呼吸器クリニック 松江市北田町33-3 0852-67-7637

かわつ田中クリニック 松江市西川津町623-6 0852-23-0011

たなか脳神経内科 松江市古志原2-22-28 0852-20-2727

笠木医院 松江市外中原町23-1 0852-67-6326

ふれあい診療所 松江市西津田7-14-21 0852-22-0843

松江市立病院 松江市乃白町32-1 0852-60-8000

松江赤十字病院 松江市母衣町200番地 0852-24-2111

松江記念病院 松江市上乃木三丁目4番1号 0852-27-8111

玉造病院 松江市玉湯町湯町1-2 0852-62-1560

東部島根医療福祉センター 松江市東生馬町15-1 0852-36-8011

鹿島病院 松江市鹿島町名分243-1 0852-82-2627

松江青葉病院 松江市上乃木五丁目1番8号 0852-21-3565

こなんホスピタル 松江市宍道町白石129-1 0852-66-0712

朝山医院 安来市広瀬町広瀬976 0854-32-2439

医療法人社団金藤医院　金藤内科小児科医院 安来市赤江町1447-5 0854-28-6688

医療法人河村医院 安来市広瀬町広瀬1940 0854-32-2436

医療法人明誠会白根医院 安来市荒島町1817-1 0854-28-7000

医療法人杉原医院 安来市安来町898-4 0854-23-1236

杉原クリニック 安来市南十神19-9 0854-22-1222

ドクター中西元気クリニック 安来市広瀬町布部758 0854-36-0009

麦谷内科クリニック 安来市下坂田町308-1 0854-22-1855
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村上医院 安来市伯太町東母里459-5 0854-37-1046

医療法人森脇医院 安来市荒島町1728-6 0854-28-8635

医療法人社団 やすぎはく愛クリニック 安来市安来町1278-5 0854-22-2180

医療法人社団吉田医院 安来市飯島町1235-2 0854-22-2064

医療法人渡部医院 安来市安来町1195-7 0854-22-2486

社会医療法人昌林会 安来第一病院 安来市安来町899-1 0854-22-3411

安来市立病院 安来市広瀬町広瀬1931 0854-32-2121

医療法人　川本医院 雲南市木次町木次15 0854-42-0205

医療法人　木村医院 雲南市木次町木次274 0854-42-0043

辰村医院 雲南市木次町木次185 0854-42-0402

医療法人社団　田部医院 雲南市三刀屋町三刀屋321 0854-45-2016

永瀬医院 雲南市加茂町加茂中1323-1 0854-49-7002

医療法人　本永瀬医院 雲南市加茂町加茂中1348-1 0854-49-7028

医療法人蛍雪会　　はまもと内科クリニック 雲南市大東町大東2416-6 0854-43-9174

晴木医院 雲南市大東町大東1868 0854-43-2035

医療法人　山根医院 雲南市木次町木次440 0854-42-1116

横山医院 雲南市木次町東日登425-1 0854-42-0123

横山内科医院 雲南市大東町南村276-1 0854-43-8010

医療法人　渡部診療所 雲南市吉田町吉田2709-18 0854-74-0251

和田医院 雲南市三刀屋町三刀屋974-2 0854-45-2220

雲南市立病院 雲南市大東町飯田96-1 0854-47-7500

医療法人陶朋会　　平成記念病院 雲南市三刀屋町三刀屋1294-1 0854-45-5111

医療法人コスモ会　 奥出雲コスモ病院 雲南市木次町里方1275-2 0854-42-3950

医療法人　井上医院 仁多郡奥出雲町横田1193-2 0854-52-1030
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（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。

医療法人一陽会　加藤医院 仁多郡奥出雲町三成358-6 0854-54-1011

医療法人　千原医院 仁多郡奥出雲町亀嵩2221-4 0854-57-0821

医療法人　石原医院 分院 仁多郡奥出雲町下横田421-1 0854-52-9060

町立馬木診療所 仁多郡奥出雲町大馬木1922-13 0854-53-0500

医療法人社団信愛会　　永生クリニック 仁多郡奥出雲町横田1063-1 0854-52-0250

町立奥出雲病院 仁多郡奥出雲町三成1622-1 0854-54-1122

飯南町立飯南病院 飯石郡飯南町頓原2060 0854-72-0221

朝山医院 出雲市松寄下町１０９７ 0853-22-3360

芦沢医院 出雲市塩冶町８５２ 0853-22-8228

白枝内科クリニック 出雲市白枝町８８９－１ 0853-25-2110

板垣医院 出雲市里方町８７２ 0853-21-1772

伊藤医院 出雲市神西沖町２０７６ 0853-43-1111

江口内科医院 出雲市塩冶有原町６－４３ 0853-23-3166

遠藤クリニック 出雲市渡橋町３２５－３ 0853-23-2021

おざさクリニック 出雲市渡橋町８５７ 0853-23-6787

加藤医院 出雲市今市町北本町１－７－５ 0853-21-5520

かなざわ内科　糖尿病・骨粗しょう症クリニック 出雲市塩冶町９９０－２－１ 0853-25-1052

かわすみクリニック 出雲市塩冶町１５５９ー１４ 0853-25-2111

きむらこどもファミリ－クリニック 出雲市西新町１丁目２５４８－９ 0853-20-0903

児玉医院 出雲市西神西町５１５ 0853-43-1365

後藤内科医院 出雲市塩冶町９９２－３ 0853-21-7111

小林病院 出雲市今市町５１０ 0853-21-5230

須佐クリニック 出雲市今市町南本町２７-５ 0853-24-9191

須谷医院 出雲市所原町６０ 0853-48-0210
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〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。

園山医院 出雲市東林木町８８８－２ 0853-22-8555

高鳥クリニック 出雲市武志町７３４－１ 0853-25-2211

いづも八咫クリニック 出雲市中野美保南２－１－５ 0853-25-2688

竹下内科医院 出雲市大津新崎町４丁目３２ 0853-22-0202

たけだファミリークリニック 出雲市神西沖町１４５５-１ 0853-43-3355

出雲医院 出雲市駅北町５―１ 0853-30-6060

つむらファミリｰクリニック 出雲市渡橋町８５８ー１ 0853-23-9393

とよだ内科頭痛クリニック 出雲市渡橋町３７０-３ 0853-25-8833

秦医院 出雲市西園町３３１－１ 0853-28-0117

ひゃくどみクリニック 出雲市上塩冶町１４２－１ 0853-21-0130

どれみクリニック基常小児科・福代皮膚科 出雲市塩冶町１５２３－２ 0853-21-1262

あべ医院 出雲市大津新崎町１－１８－４ 0853-21-3100

古瀬医院 出雲市稗原町２４９０－３ 0853-48-0008

おおつ内科クリニック 出雲市大津町１７０８－９ 0853-25-7800

知井宮堀江医院 出雲市知井宮町８３４ 0853-21-0918

堀江内科呼吸器科医院 出雲市今市町北本町１－８－２１ 0853-21-0067

三原医院 出雲市今市町１６０５ 0853-21-0284

在宅診療所いずも 出雲市下古志町７１３ー１ 0853-24-8151

外科・内科山尾医院 出雲市大津町１０９９－５ 0853-23-0520

わたなべこどもレディ－スクリニック 出雲市武志町８３６－３ 0853-30-8020

及川医院 出雲市灘分町７０７－５ 0853-63-3582

きさ内科皮フ科クリニック 出雲市平田町７６０６ 0853-63-7210

河原泌尿器科医院 出雲市西平田町８５ 0853-62-9155

仲田医院 出雲市西平田町１４７ 0853-63-1212
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〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。

牧野内科医院 出雲市西平田町５６ 0853-63-2851

吉直整形外科クリニック 出雲市西平田町２４２ 0853-63-2020

いしとび内科医院 出雲市大社町北荒木４８７－１ 0853-53-5300

中島医院 出雲市大社町杵築南９９１ 0853-53-2116

加藤医院 出雲市佐田町須佐７４１-８ 0853-84-1900

久村診療所 出雲市多伎町小田４５－１ 0853-86-2020

児玉医院 出雲市湖陵町大池２２４２－６９ 0853-43-2001

原医院 出雲市湖陵町差海1０９７ 0853-43-2008

本田医院 出雲市湖陵町二部１８０２－１ 0853-43-7800

いいつかクリニック 出雲市斐川町荘原２１９０ー１ 0853-72-4777

たまがわ内科クリニック 出雲市斐川町上直江３５３６ 0853-27-9850

樋野医院 出雲市斐川町神氷２７９２ 0853-72-9161

吉岡医院 出雲市斐川町荘原３８５５ 0853-72-0833

吉野産婦人科医院 出雲市斐川町上直江３０９１ 0853-72-7470

出雲市民病院 出雲市塩冶町１５３６－１ 0853-21-2722

寿生病院 出雲市上塩冶町２８６２－１ 0853-24-2160

出雲市立総合医療センター 出雲市灘分町６１３ 0853-63-5111

斐川生協病院 出雲市斐川町直江４８８３－１ 0853-72-0321

出雲徳洲会病院 出雲市斐川町直江３９６４－１ 0853-73-7000

大曲診療所 出雲市大津町１９４１ 0853-21-1186

島根県立中央病院 出雲市姫原4丁目1-1 0853-22-5111

医療法人社団賢宏会　　上垣医院 大田市大田町大田イ319-1 0854-82-0270

医療法人社団悠伸会　　うめがえ内科クリニック 大田市大田町大田ロ1186-2 0854-83-7800

小野医院 大田市久手町刺鹿2415 0854-82-8328
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〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。

医療法人社団橘林堂　　川上医院 大田市川合町川合1242-1 0854-82-0296

木島医院 大田市久手町刺鹿2732 0854-82-8527

昭和医院 大田市大田町大田イ127 0854-82-3492

医療法人社団 合原医院 大田市大田町大田イ190 0854-82-1737

医療法人社団 合原医院鳥井診療所 大田市鳥井町鳥井185-4 0854-84-8201

医療法人 大田姫野クリニック 大田市大田町大田イ14-2 0854-84-0788

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

大田呼吸循環クリニック 大田市大田町大田ハ145 0854-82-0036

医療法人社団 福田医院 大田市波根町2028 0854-85-8526

医療法人　郷原医院 大田市久利町久利726-4 0854-82-0817

医療法人社団摯静会　　やまうち内科 大田市長久町長久ロ225-5 0854-84-0707

大田市国民健康保険　　池田診療所 大田市三瓶町池田2267-1 0854-83-3084

大田市立病院 大田市大田町吉永1428-3 0854-82-0330

上田医院 邑智郡邑南町市木2161-1 0855-85-0070

三上医院 邑智郡邑南町山田33-6 0855-83-0977

三笠記念クリニック 邑智郡邑南町上田所39-5 0855-83-2051

星ヶ丘クリニック 邑智郡邑南町高見821-1 0855-84-0006

邑南町国民健康保健直営矢上診療所 邑智郡邑南町矢上3853-1 0855-95-3070

加藤病院 邑智郡川本町大字川本383-1 0855-72-0640

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

公立邑智病院 邑智郡邑南町中野3848-2 0855-95-2111

秦クリニック 邑智郡美郷町粕渕387-4 0855-75-1661

大隅医院 邑智郡邑南町中野983,984番地 0855-95-0313

河野医院 邑智郡邑南町下口羽1102 0855-87-0303
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〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。

医療法人社団　花田医院 江津市後地町3023番地 0855-55-0005

医療法人社団　花田医院波積診療所 江津市波積町本郷325番地1 0855-55-0125

医療法人社団　花田医院浅利分院 江津市浅利町843番地1 0855-55-1002

医療法人恒仁会 山脇整形外科医院 江津市和木町609番地16 0855-52-5530

山崎病院 江津市江津町813番地1 0855-52-2816

医療法人明愛会 鈴木内科眼科医院 江津市和木町532番地12 0855-52-3739

渡利小児科内科医院 江津市江津町1520番地44 0855-52-2039

医療法人心和会 船津内科医院 江津市嘉久志町イ1220番地4 0855-52-3203

医療法人心和会 船津内科川戸クリニック 江津市桜江町川戸178番地1 0855-92-8010

井廻医院 江津市嘉久志町イ1494番地9 0855-52-2307

医療法人社団爽治会 国沢内科医院 江津市都野津町1972番地1 0855-53-0324

医療法人社団　能美医院 江津市二宮町神主2260番地3 0855-53-0456

医療法人泰和会 敬川沖田クリニック 江津市敬川町296番地6 0855-53-0050

應儀医院 江津市桜江町市山274番地 0855-92-0057

おかだファミリークリニック 江津市都野津町2379番地-3 0855-52-7899

花田クリニック 江津市嘉久志町イ668-19 0855-52-7722

つのづ内科循環器 江津市都野津町2363-38 0855-53-1100

有福クリニック 江津市有福温泉町546 0855-56-0250

大石内科医院 浜田市黒川町115-1 0855-25-0313

岡本胃腸科内科 浜田市長沢町550-21 0855-23-5555

沖田内科医院 浜田市蛭子町20-1 0855-22-0767

沖田医院 浜田市殿町3-1 0855-22-1555

笠田医院 浜田市牛市町46 0855-22-1621

北村内科クリニック 浜田市国分町1981-159 0855-28-2257
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〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。

小池医院 浜田市日脚町425 0855-27-1020

斎藤医院 浜田市朝日町11-1 0855-23-0228

酒井外科内科医院 浜田市旭町今市412-1 0855-45-0222

さかね内科 浜田市殿町76-6 0855-22-2234

さわだこどもクリニック 浜田市国分町1981-132 0855-28-3777

田中クリニック 浜田市長沢町3156 0855-24-1650

寺井医院 浜田市三隅町三隅382-1 0855-32-0038

中村医院 浜田市三隅町三隅1356 0855-32-0021

中村医院 浜田市片庭町51-3 0855-22-1183

中村胃腸科内科医院 浜田市笠柄町64 0855-22-8000

中村呼吸器内科医院 浜田市内村町787-8 0855-27-4593

西川胃腸科内科医院 浜田市相生町3962-1 0855-23-0100

能美クリニック 浜田市天満町11 0855-22-3231

野上医院 浜田市三隅町三隅1303 0855-32-0031

真鍋医院 浜田市国分町677-1 0855-28-0031

丸山内科クリニック 浜田市相生町3921 0855-22-1115

都医院 浜田市治和町イ110-2 0855-26-0100

彌重内科眼科医院 浜田市高田町17 0855-22-1527

やすぎクリニック 浜田市下府町69-1 0855-28-1911

西川病院 浜田市港町293-2 0855-22-2390

山根病院 浜田市熱田町1517-1 0855-26-0688

山根病院三隅分院 浜田市三隅町岡見290-1 0855-32-4343

浜田市国民健康保険弥栄診療所 浜田市弥栄町木都賀イ530-1 0855-48-5001

浜田市国民健康保険大麻診療所 浜田市西村町1031-5 0855-26-0014

11



〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）

※「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」は委託契約を行った医療機関へ予め配布されて
いますので持参等は必要ありません。

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

浜田市国民健康保険あさひ診療所 浜田市旭町丸原138-1 0855-45-0002

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番地12 0855-25-0505

あすかクリニック 益田市乙吉町ﾛ33 0856-23-3320

医療法人石見クリニック 益田市駅前町７番１号 0856-23-2370

岩本内科医院 益田市乙吉町イ209-11 0856-23-1133

おちハートクリニック 益田市高津8丁目5-2 0856-23-1588

医療法人　大畑医院 益田市中島町ｲ91-1 0856-22-0506

斧山医院 益田市あけぼの西町16－4 0856-22-1346

医療法人 金島胃腸科外科 益田市高津１丁目9番4号 0856-22-2345

神崎内科 益田市幸町4－49 0856-23-4535

医療法人順生会 すみかわクリニック 益田市東町2番9号 0856-23-1188

たかせ内科 益田市かもしま東町9番地6 0856-25-7373

医療法人　津田医院 益田市津田町1268番地5 0856-27-0007

医療法人共生会 なかしまクリニック 益田市横田町2532 0856-25-2503

中村医院 益田市匹見町匹見ｲ1309 0856-56-0008

西谷内科医院 益田市高津1丁目30番9号 0856-23-7280

医療法人平野医院 益田市駅前町３３－５ 0856-22-0998

まついクリニック 益田市高津六丁目１４番１号 0856-31-1830

松本医院 益田市横田町429-23 0856-25-2611

村野医院 益田市下本郷町６１－１ 0856-31-2400

山尾医院 益田市あけぼの東町４番地２ 0856-22-1878

益田赤十字病院 益田市乙吉町イ１０３番地１ 0856-22-1480

益田地域医療センター医師会病院 益田市遠田町１９１７番地２ 0856-22-3611
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〔事業実施期間：2021年4月1日から2022年3月31日まで〕 2021年12月25日 現在

医療機関名 所在地 電話番号

2021年度　島根県肝炎ウイルス検査　委託医療機関（全県域）

平成30年4月1日より、松江市が中核市へ移ったことに伴い、松江市民の方に対する肝炎ウイルス検査については、
松江市が実施することになっています。

よって、島根県の委託する医療機関での無料検査は受けることが出来ませんのでご注意ください。

松江市民の方で肝炎ウイルス検査を希望される場合は、松江市の担当課へ直接お問い合わせください。

（担当課）松江市保健衛生課：０８５２－２８－８２８５

検査を希望される場合
①事前に医療機関へ問合せ・予約等を行ってください。
②必ず医療機関において、検査を受ける前に「島根県肝炎ウイルス医療機関検査申込書及び問診書」をご
記入ください。対象者であればそのまま検査（採血）を実施します。
（記入がない場合は、島根県の肝炎ウイルス検査の対象とならない場合があります。）
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いますので持参等は必要ありません。

益田市国民健康保険診療施設美都診療所 益田市美都町都茂1813-1 0856-52-7272

小笠原医院 鹿足郡吉賀町柿木640-1 0856-79-2012

つわぶき医院 鹿足郡津和野町鷲原イ190 0856-72-3500

栗栖医院 鹿足郡吉賀町柿木312-1 0856-79-2006

松浦内科胃腸科 鹿足郡吉賀町六日市７９５ 0856-77-0111

和﨑医院 鹿足郡津和野町後田ロ４０５ 0856-72-0025

津和野共存病院 鹿足郡津和野町森村ロ141 0856-72-0660

六日市病院 鹿足郡吉賀町六日市368-4 0856-77-1581

高梨医院 隠岐郡隠岐の島町栄町1410 08512-2-0049

半田内科クリニック 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一9 08512-2-6280

宇野内科医院 隠岐郡隠岐の島町有木月無11-1 08512-2-2572

隠岐広域連合立隠岐病院 隠岐郡隠岐の島町城北町355 08512-2-1356

隠岐広域連合立隠岐島前病院 隠岐郡西ノ島町美田2071-1 08514-7-8211

西ノ島町国民健康保険浦郷診療所 隠岐郡西ノ島町浦郷544-15 08514-6-1211

海士町国民健康保険海士診療所 隠岐郡海士町海士1466 08514-2-0200

国民健康保険知夫村診療所 隠岐郡知夫村1106 08514-8-2011
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