


























山口クリニック 四国中央市川之江町1640-1 0896-57-1060
四国中央病院 四国中央市川之江町2233 0896-58-3515
長谷川病院 四国中央市金生町下分1249-1 0896-58-5666
川上こどもクリニック 四国中央市金生町山田井895-2 0896-57-1155
医療法人柏寿会福田医院 四国中央市下柏町435 0896-23-2188
新宮診療所 四国中央市新宮町新宮50 0896-72-2131
鈴木医院 四国中央市土居町小林1200 0896-74-7700
ふじえだファミリークリニック 四国中央市中曽根町5074 0896-23-5864
中央クリニック 四国中央市三島中央4-12-23 0896-23-7808
大坪小児科 四国中央市三島中央5-1-24 0896-24-5254
四国中央市急患医療センター 四国中央市妻鳥町1501-1 0896-56-1913

耳鼻咽喉科
やかた耳鼻科クリニック 新居浜市宇高町2-1-47 0897-33-4187
住友別子病院 新居浜市王子町3-1 0897-37-7111
十全総合病院 新居浜市北新町1-5 0897-33-1818
織田耳鼻咽喉科 新居浜市庄内町4-3-21 0897-35-3135
田所耳鼻咽喉科 新居浜市徳常町9-26 0897-32-9471
ひらた耳鼻咽喉科 新居浜市中村松木1-12-6 0897-40-1200
愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷3-1-1 0897-43-6161
近藤医院 新居浜市港町1-30 0897-34-1180
愛媛労災病院 新居浜市南小松原町13-27 0897-33-6191
壬生川耳鼻咽喉科 西条市円海寺18-3 0898-76-1112
篠原内科外科耳鼻科 西条市大町520-8 0897-56-3521
吉峯耳鼻科歯科 西条市大町1582-3 0897-56-5101
松永耳鼻咽喉科医院 西条市大町北ノ丁1365 0897-53-7171
弁財天耳鼻咽喉科クリニック 西条市大町613-3 0897-58-5959
小林耳鼻咽喉科クリニック 西条市丹原町池田109-5 0898-64-3387
西条中央病院 西条市朔日市804 0897-56-0300
もりざね耳鼻咽喉科 西条市樋之口436-12 0897-47-3387
飯尾耳鼻咽喉科 西条市北条761 0898-65-4555
四国中央病院 四国中央市川之江町2233 0896-58-3515
岸耳鼻咽喉科医院 四国中央市金生町下分870-1 0896-56-2797
高木耳鼻咽喉科 四国中央市下柏町681-1 0896-23-2355
くらの耳鼻咽喉科アレルギー科
クリニック 四国中央市中之庄町284-4 0896-28-8187

産婦人科・婦人科
医療法人鎌田産婦人科 新居浜市阿島1-1-56 0897-45-3800
新谷ウイメンズクリニック 新居浜市一宮町1-12-56 0897-37-2688
住友別子病院 新居浜市王子町3-1 0897-37-7111
十全総合病院 新居浜市北新町1-5 0897-33-1818
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小児科
今野内科小児科医院 新居浜市泉池町6-33 0897-37-2530
新居浜市医師会
内科小児科急患センター 新居浜市一宮町1-13-52 0897-32-5658

住友別子病院 新居浜市王子町3-1 0897-37-7111
十全総合病院 新居浜市北新町1-5 0897-33-1818
発知医院 新居浜市東雲町2-6-20 0897-34-3553
こにしクリニック 新居浜市庄内町1-13-35 0897-33-1135
佐藤医院 新居浜市庄内町1-14-36 0897-37-3336
医療法人河本会河本医院 新居浜市新須賀町4-5-35 0897-36-5283
新田診療所 新居浜市新田町1-9-9 0897-34-0207
山本小児科クリニック 新居浜市徳常町9-19 0897-35-2115
岩崎病院 新居浜市中萩町2-5 0897-41-6030
上田医院 新居浜市中村2-8-58 0897-41-6536
しおだこどもクリニック 新居浜市中村松木2-8-18 0897-41-8852
井石内科医院 新居浜市西原町1-1-65 0897-32-5370
マナベ小児科 新居浜市西町7-3 0897-37-0225
かとうクリニック 新居浜市船木甲4322-2 0897-40-2400
愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷3-1-1 0897-43-6161
愛媛労災病院 新居浜市南小松原町13-27 0897-33-6191
石川内科 西条市飯岡2605-2 0897-56-2008
星加小児科内科ファミリークリニック 西条市大町612-1 0897-55-3105
宮島小児科医院 西条市大町710-2 0897-55-2615
村上記念病院 西条市大町739 0897-56-2300
玉置内科小児科 西条市上市甲160-1 0898-66-3735
ながい小児科 西条市喜多川634-7 0897-53-7707
坂根医院 西条市喜多川438-4 0897-55-4021
田中内科 西条市桑村109-5 0898-66-1700
こまつ医院 西条市小松町新屋敷甲2890 0898-72-5862
キッズクリニックパパ 西条市周布486-3 0898-76-1788
まつうら小児科 西条市周布599-5 0898-64-0460
福田医院 西条市丹原町願連寺278 0898-68-7243
河野内科 西条市丹原町寺尾甲345-1 0898-73-2950
高橋こどもクリニック 西条市朔日市313-5 0897-55-0776
西条中央病院 西条市朔日市804 0897-56-0300
佐伯産婦人科 西条市北条1577-3 0898-64-1166
真鍋医院 四国中央市川之江町1297 0896-56-2269

地 域 の 医 療 機 関
　愛媛県が提供する医療情報の検索サイト「えひめ医療情報ネット」に登録している小児科・耳
鼻科・産婦人科・婦人科・皮膚科の一覧です。（2014年7月現在）
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発知医院 新居浜市東雲町2-6-20 0897-34-3553

こにしクリニック 新居浜市庄内町1-13-35 0897-33-1135

愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷3-1-1 0897-43-6161

愛媛労災病院 新居浜市南小松原町13-27 0897-33-6191

西条中央病院 西条市朔日市804 0897-56-0300

サカタ産婦人科 西条市下島山甲1453 0897-55-1103

西条市立周桑病院 西条市壬生川131 0898-64-2630

佐伯産婦人科 西条市北条1577-3 0898-64-1166

角産婦人科 西条市三津屋南14-8 0898-64-3168

社会医療法人石川記念会HITO病院 四国中央市上分町788-1 0896-58-2222

四国中央病院 四国中央市川之江町2233 0896-58-3515

医療法人康仁会西岡病院 四国中央市三島金子2-7-22 0896-24-5511

いのうえレディースクリニック 四国中央市三島中央4-4-4 0896-23-3651

中央クリニック 四国中央市三島中央4-12-23 0896-23-7808

皮膚科
洙田皮膚科医院 新居浜市一宮町2-3-48 0897-37-2255

皮フ科・形成外科はらだクリニック 新居浜市上原3-1-29 0897-43-3210

住友別子病院 新居浜市王子町3-1 0897-37-7111

十全総合病院 新居浜市北新町1-5 0897-33-1818

医療法人河本会河本医院 新居浜市新須賀町4-5-35 0893-36-5283

新田診療所 新居浜市新田町1-9-9 0897-34-0207

中山皮膚科クリニック 新居浜市中須賀町1-6-10 0897-32-9062

いしまる皮ふ科 新居浜市中村松木1-7-8 0897-40-7711

愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷3-1-1 0897-43-6161

愛媛労災病院 新居浜市南小松原町13-27 0897-33-6191

飯尾皮フ科泌尿器科 西条市周布782 0898-64-5577

しらかた皮フ科クリニック 西条市明屋敷532 0897-55-1511

松浦皮膚科医院 西条市大町1714 0897-55-2346

和田内科・皮膚科 西条市大町84-15 0897-55-0515

浦部医院内科・皮フ科 西条市小松町新屋敷甲1337-1 0898-72-3266

村上内科・皮膚科医院 西条市小松町妙口甲352 0898-72-2436

済生会西条病院 西条市朔日市字榎ケ坪269-1 0897-55-5100

西条市立周桑病院 西条市壬生川131 0898-64-2630

安永クリニック 西条市北条1651-1 0898-64-5760

共立病院 西条市三津屋南9-10 0898-64-2662

社会医療法人石川記念会HITO病院 四国中央市上分町788-1 0896-58-2222

四国中央病院 四国中央市川之江町2233 0896-58-3515

みよし循環器クリニック 四国中央市寒川町1181-1 0896-24-5311

大西泌尿器科クリニック 四国中央市中曽根町366-1 0896-23-0333

ふじえだファミリークリニック 四国中央市中曽根町5074 0896-23-5864

おおたに皮フ科 四国中央市中之庄町宮ノ北400-1 0896-23-2255
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