










田辺医院 松山市北条辻13-4 089-992-5102
松木医院 松山市北条辻318-1 089-992-0118
檜垣小児科内科医院 松山市北条辻415-3 089-992-0258
芳村小児科医院 松山市保免西1-2-1 089-971-0800
永井こどもクリニック 松山市星岡5-4-6 089-958-2223
友愛医院 松山市水泥町90-1 089-976-6262
福岡小児科・アレルギー科 松山市三津2-12-20 089-953-2772
岡本耳鼻咽喉科小児科 松山市山越2-1-30 089-926-3349
山田小児科医院 松山市余戸中2-15-30 089-971-9379
平井こどもクリニック 松山市和気町1-714-3 089-978-6600
上岡医院 伊予市上野937-1 089-982-6868
宇山小児科 伊予市米湊815-6 089-983-1212
稲田内科医院 伊予市下吾川字北野381-1 089-983-3003
古川医院 伊予市中山町出渕2-128 089-967-0043
佐礼谷診療所 伊予市中山町佐礼谷甲816-1 089-968-0021
医療法人橘医院 伊予市灘町136-3 089-982-0023
伊予病院 伊予市八倉906-5 089-983-2222
西野内科クリニック 東温市牛渕1073 089-964-2200
愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-964-5111
いのうえ小児科 東温市野田2-485-1 089-955-0055
石川小児科 東温市横河原337-1 089-955-0333
独立行政法人 国立病院機構 愛媛医療センター 東温市横河原366 089-964-2411
藤本内科クリニック 東温市横河原1301-3 089-960-5500
みかわクリニック 上浮穴郡久万高原町上黒岩2920 0892-56-0908
国民健康保険久万高原町立病院 上浮穴郡久万高原町久万65 0892-21-1120
吉村医院 上浮穴郡久万高原町柳井川849-2 0892-54-2050
むかいだ小児科 伊予郡松前町恵久美792-1 089-985-0115
おひさまファミリークリニック 伊予郡松前町大字筒井399-1 089-984-0088
豊島医院 伊予郡砥部町大南198-2 089-962-2073
小泉小児科 伊予郡砥部町拾町281-2 089-958-0648

耳鼻咽喉科
山形小児科・耳鼻咽喉科 松山市会津町11-23 089-952-6333
福井耳鼻咽喉科クリニック 松山市安城寺町5823-1 089-978-1055
せごえ耳鼻咽喉科 松山市石風呂町1-20 089-952-3301
黒川耳鼻咽喉科 松山市岩崎町2-6-18 089-915-0007
丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 松山市内宮町543-1 089-960-4111
松山市民病院 松山市大手町2-6-5 089-943-1151
玉貫耳鼻咽喉科 松山市越智3-7-30 089-958-0888
愛媛県立中央病院 松山市春日町83 089-947-1111
宮内医院 松山市北梅本町761 089-975-0091
高岡耳鼻咽喉科 松山市北久米町477-14 089-970-1133

117

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
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小児科
まつうら小児科 松山市愛光町1-8 089-926-1135
山形小児科・耳鼻咽喉科 松山市会津町11-23 089-952-6333
天山病院 松山市天山2-3-30 089-946-1555
上田小児科医院 松山市居相4-22-1 089-956-8011
おおしま小児科 松山市石手4-4-7 089-947-8666
松山市民病院 松山市大手町2-6-5 089-943-1151
ごとう小児科 松山市大手町2-7-11 089-941-5510
愛媛県立中央病院 松山市春日町83 089-947-1111
佐藤医院 松山市鴨川1-8-26 089-978-0018
松山市急患医療センター 松山市萱町6-30-1 089-922-1199
愛媛生協病院 松山市来住町1091-1 089-976-7001
近藤循環器科・内科クリニック 松山市北斎院町455-5 089-974-8080
北吉田診療所 松山市北吉田町1019-1 089-965-4180
のびのびこどもクリニック 松山市衣山1-188 089-926-1555
みなくちこどもクリニック 松山市木屋町3-13-9 089-923-0272
ＮＴＴ西日本松山病院 松山市喜与町1-7-1 089-936-2461
河野小児科 松山市久米窪田町781-3 089-976-3336
児玉小児科医院 松山市桑原4-13-24 089-932-7322
なか小児科医院 松山市三番町1-5-7 089-932-1125
飯尾小児科内科 松山市三番町5-10-15 089-941-7585
石丸小児科 松山市三番町6-5-1 089-921-2918
しののめクリニック 松山市東雲町6-11 089-913-7770
南の町こども医院 松山市鷹子町797-16 089-948-9011
たかおか小児科 松山市竹原1-3-8 089-948-0115
いとう小児科 松山市土居町805-1 089-969-7888
よしだ小児科 松山市道後一万3-13 089-927-1123
吉松小児科 松山市中一万町7-2 089-945-9035
北新医院 松山市中村3-4-3 089-921-0989
くす小児科 松山市西長戸町274-2 089-911-0550
なかむらこどもクリニック 松山市西垣生町818 089-968-7700
にのみや消化器科内科小児科 松山市平井町甲3236-1 089-975-2238
ひまわりこどもクリニック 松山市福音寺町3-8 089-960-1911
松山市医師会休日診療所 松山市藤原2-4-70 089-915-3111
加賀田小児科 松山市古川北1-21-28 089-957-0012
徳丸小児科 松山市古川北3-4-15 089-969-1090
松山赤十字病院 松山市文京町１ 089-924-1111
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愛媛県立中央病院 松山市春日町83 089-947-1111
にい産科婦人科 松山市北土居町3-2-25 089-958-2132
武田産婦人科医院 松山市木屋町1-5-14 089-924-3553
ＮＴＴ西日本松山病院 松山市喜与町1-7-1 089-936-2461
まり子レディースクリニック 松山市三番町4-1-7 089-913-1777
矢野産婦人科 松山市昭和町72-1 089-921-6507
正岡産婦人科 松山市鷹子町254-1 089-976-1103
梅岡レディースクリニック 松山市竹原町1-3-5 089-943-2421
奥島病院 松山市道後町2-2-1 089-925-2500
井添医院 松山市土手内15-1 089-992-1178
大塚内科産婦人科医院 松山市古川北4-6-8 089-956-7311
沢原産婦人科皮フ科 松山市古三津5-4-34 089-951-0311
松山赤十字病院 松山市文京町1 089-924-1111
福井ウィメンズクリニック 松山市星岡4-2-7 089-969-0088
米本産婦人科医院 松山市松末2-17-23 089-947-3121
福井産婦人科医院 松山市湊町2-1-4 089-941-3388
新田産婦人科クリニック 松山市湊町4-1-6 089-998-8880
独立行政法人　国立病院機構
四国がんセンター 松山市南梅本町甲160 089-999-1111

済生会松山病院 松山市山西町880-2 089-951-6111
岡田産婦人科医院 松山市余戸東2-13-45 089-971-5161
いよ産婦人科医院 伊予市下吾川字浜田1442-3 089-983-0678
愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-964-5111
はなレディースクリニック 東温市志津川1927-1 089-990-7400
ハートレディースクリニック 東温市野田2-100-1 089-955-0082
しげかわ産婦人科 伊予郡松前町恵久美804-1 089-960-3500
峰産婦人科 伊予郡砥部町宮内892 089-962-6711

皮膚科
丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 松山市内宮町543-1 089-960-4111
松山市民病院 松山市大手町2-6-5 089-943-1151
町野皮フ科 松山市越智3-8-15 089-957-4100
愛媛県立中央病院 松山市春日町83 089-947-1111
村上ひ尿器科皮ふ科 松山市鹿峰232 089-994-7008
秦皮膚泌尿器科医院 松山市鴨川1-6-22 089-925-7151
宮内皮フ科クリニック 松山市北梅本町甲899-4 089-975-6066
久保クリニック 松山市木屋町2-5-2 089-924-3566
竹宮皮フ科 松山市空港通4-8-3 089-972-7888
こいずみ形成外科皮ふ科 松山市久米窪田町775-5 089-976-8000
永井皮フ科クリニック 松山市久万ノ台558-6 089-922-9111
医療法人内田クリニック 松山市河野別府705-1 089-992-0080
菅井皮膚科 松山市三番町5-1-10グラン榎町2階 089-933-8968
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かどた耳鼻咽喉科クリニック 松山市北斎院町928-3 089-953-3317
清水医院 松山市衣山4-818-2 089-922-1500
城北耳鼻咽喉科 松山市木屋町3-13-2 089-924-6670
さえき耳鼻咽喉科クリニック 松山市祇園町1-12 089-935-8070
河村耳鼻咽喉科クリニック 松山市久米窪田町1170-1 089-975-7733
松本耳鼻咽喉科 松山市桑原1-4-48 089-947-8887
佐藤耳鼻咽喉科医院 松山市三番町6-1-2 089-921-8537
鈴木耳鼻咽喉科医院 松山市三番町1-4-6 089-921-8733
こざわ耳鼻咽喉科医院 松山市高岡町428-4 089-965-1133
鷹の子病院 松山市鷹子町525-1 089-976-5551
貞本病院 松山市竹原町1-6-1 089-945-1471
笹木眼科・耳鼻咽喉科 松山市千舟町5-3-2 089-945-7247
こうの耳鼻咽喉科 松山市富久町115-6 089-972-7750
なかじま中央病院 松山市中島大浦3081-1 089-997-1171
たきした耳鼻咽喉科 松山市東石井3-3-8 089-961-1187
やまだ耳鼻咽喉科 松山市古川北3-4-26 089-956-4133
椿耳鼻咽喉科医院 松山市古川西2-3-18西澤ビルNO.2-1階 089-960-0251
松山赤十字病院 松山市文京町１ 089-924-1111
末光耳鼻咽喉科 松山市平和通1-5-35 089-924-8733
久我耳鼻咽喉科医院 松山市北条辻826-5 089-993-0678
藤原耳鼻咽喉科 松山市保免中3-8-22 089-971-3341
野本耳鼻咽喉科 松山市松末2-13-1 089-955-7077
辻田耳鼻咽喉科 松山市溝辺町甲388 089-977-9060
独立行政法人　国立病院機構
四国がんセンター 松山市南梅本町甲160 089-999-1111

長山医院 松山市森松町693 089-956-3433
岡本耳鼻咽喉科小児科 松山市山越2-1-30 089-926-3349
済生会松山病院 松山市山西町880-2 089-951-6111
山口耳鼻咽喉科クリニック 松山市余戸中1-2-1 089-973-8787
谷口耳鼻咽喉科 伊予市下吾川905-1 089-983-1433
八木耳鼻咽喉科皮膚科医院 東温市牛渕字横畑1156-1 089-964-5400
さとう耳鼻咽喉科クリニック 東温市志津川甲1560-1 089-990-1133
愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-964-5111
西原耳鼻咽喉科 伊予郡松前町恵久美811-1 089-985-2511
木谷耳鼻咽喉科 伊予郡砥部町麻生1-3 089-958-8741
砥部病院 伊予郡砥部町麻生40-1 089-957-5511

産婦人科・婦人科
産科・婦人科米本マタニティクリニック 松山市安城寺町537-1 089-978-7007
酒井産婦人科 松山市内宮町甲512-9 089-978-3888
松山市民病院 松山市大手町2-6-5 089-943-1151
渡部産婦人科 松山市小栗5-5-5 089-945-1178
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西村皮膚科神経科神経内科 松山市三番町6-5-3 089-931-2737
松本整形外科皮膚科医院 松山市清水町2-3-2 089-925-6600
大瀬戸医院 松山市清水町3-157-2 089-926-2226
二宮皮フ科クリニック 松山市竹原2-15-33 089-915-1655
佐伯皮ふ科・形成外科 松山市束本1-6-22 089-913-1201
わたなべ皮ふ科形成外科 松山市土居田町311-7 089-965-1313
十亀皮膚科 松山市道後町1-6-30 089-943-5067
桑折皮膚科・内科 松山市道後北代2-24 089-923-0813
岡田皮膚科医院 松山市土手内201-2 089-993-3000
福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 松山市福音寺町17-5 089-975-0645
徳丸皮フ科クリニック 松山市古川北3-3-22 089-907-4112
吉岡クリニック 松山市古川西3-6-21 089-956-7606
沢原産婦人科皮フ科 松山市古三津5-4-34 089-951-0311
松山赤十字病院 松山市文京町１ 089-924-1111
福原内科医院 松山市保免上2-3-10 089-941-8868
徳山内科 松山市松ノ木1-7-11 089-951-1110
中井皮膚科医院 松山市湊町5-2-2伊予鉄西ビル2階 089-948-3386
大塚皮フ科 松山市南江戸3-4-36 089-927-4201
大野皮膚科 松山市南久米町686-8 089-975-6788
小国皮フ科医院 松山市森松町946-3 089-905-1182
村上皮膚科クリニック 松山市山越4-1-32 089-926-0155
済生会松山病院 松山市山西町880-2 089-951-6111
徳山皮フ科クリニック 松山市余戸東4-3-5余土ビル2階 089-974-2500
宇都宮皮膚科医院 伊予市灘町40-2 089-983-3213
永井病院 伊予市灘町66 089-982-0009
八木耳鼻咽喉科皮膚科医院 東温市牛渕字横畑1156-1 089-964-5400
愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-964-5111
藤本内科クリニック 東温市横河原1301-3 089-960-5500
宮内ひふ科 伊予郡松前町浜400 089-984-0902
砥部病院 伊予郡砥部町麻生40-1 089-957-5511
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