
産業医 医　療　機　関　名 住　所 電話番号

1 池田　宣聖 医療法人社団メディカルクラブ大興和クリニック池田 観音寺市 23-1500
2 今滝　健介 今滝医院 観音寺市 27-6218
3 大西　泰裕 医療法人社団大仁会もりの木おおにしクリニック 観音寺市 25-3291
4 冨田　章一郎 医療法人社団大仁会もりの木おおにしクリニック 観音寺市 25-3291
5 大西　理子 医療法人社団大仁会もりの木おおにしクリニック 観音寺市 25-3291
6 大西　真人 医療法人社団みとし会クニタクリニック 観音寺市 25-1577
7 大西　敏行 医療法人社団みとし会クニタクリニック 観音寺市 25-1577
8 河田　周三 医療法人社団健成会河田医院 観音寺市 25-3668
9 河田　健介 医療法人社団健成会河田医院 観音寺市 25-3668
10 鴨田　匡史 医療法人社団尚仁会かもだ内科クリニック 観音寺市 23-4976
11 國土　修平 医療法人社団国土外科医院 観音寺市 25-0290
12 小林　巧 医療法人社団力正会小林整形外科医院 観音寺市 25-7311
13 小林　力 医療法人社団力正会小林整形外科医院 観音寺市 25-7311
14 小山　潤三 小山医院 観音寺市 25-2354
15 田代　輝明 医療法人社団浩明会たしろ医院 観音寺市 25-8413
16 辻　健三 医療法人清和会清水病院 観音寺市 25-3749
17 富田　一穂 富田内科医院 観音寺市 24-0180
18 宇高　理恵子 医療法人社団寿愛会羽崎病院 観音寺市 25-3382
19 日野　忠臣 日野外科医院 観音寺市 25-1301
20 濱野　信彦 医療法人ブルースカイ松井病院 観音寺市 23-2111
21 大矢　秀明 医療法人ブルースカイ松井病院 観音寺市 23-2111
22 和田　豊治 医療法人ブルースカイ松井病院 観音寺市 23-2111
23 河野　光宏 医療法人ブルースカイ松井病院 観音寺市 23-2111
24 藤田　拓 医療法人社団高室医院 観音寺市 25-8311
25 細川　力 医療法人社団細川整形外科医院 観音寺市 25-4290
26 細川　美奈子 医療法人社団細川整形外科医院 観音寺市 25-4290
27 宮﨑　重人 宮崎内科医院 観音寺市 25-1280
28 森　冨茂 森内科医院 観音寺市 25-7363
29 渡邉　一史 医療法人社団啓真会渡辺ハートクリニック内科 観音寺市 23-2022
30 井下　謙司 医療法人社団豊南会香川井下病院 観音寺市 52-2215
31 佐々木　石雄 医療法人社団豊南会香川井下病院 観音寺市 52-2215
32 西原　司 医療法人社団豊南会香川井下病院 観音寺市 52-2215
33 今井　正信 三豊総合病院 観音寺市 52-3366
34 白川　和豊 三豊総合病院 観音寺市 52-3366
35 廣畑　衛 三豊総合病院 観音寺市 52-3366
36 細川　敦之 三豊総合病院 観音寺市 52-3366
37 安東　正晴 三豊総合病院 観音寺市 52-3366
38 米井　泰治 よねいクリニック 観音寺市 52-3800
39 関　正明 観音寺市
40 安藤　弘 医療法人社団蕗弘会安藤内科医院 三豊市 72-5018
41 永野　圭一朗 永野内科医院 三豊市 74-6018
42 藤田　卓男 医療法人社団正寿会高瀬第一医院 三豊市 72-3850
43 藤田　由美子 医療法人社団昭慈会藤田脳神経外科医院 三豊市 72-1135
44 森川　公一 森川整形外科病院 三豊市 72-5661
45 仁井　昌彦 三豊市立西香川病院 三豊市 72-5121
46 石川　泰浩 三豊市立西香川病院 三豊市 72-5121
47 池田　博行 医療法人社団池田外科医院 三豊市 62-3151
48 今川　敦 医療法人社団今川内科医院 三豊市 62-2052
49 今川　省 医療法人社団今川内科医院 三豊市 62-2052
50 山地　博文 医療法人社団山地外科医院 三豊市 72-2577
51 嶋田　武則 医療法人佐武会嶋田内科医院 三豊市 73-5178
52 岩崎　泰憲 医療法人社団愛有会岩崎病院 三豊市 83-6011
53 多田　道彦 医療法人社団十仁会多田医院 三豊市 83-2121
54 岡　緑 医療法人社団十仁会多田医院 三豊市 83-2121
55 平林　浩一 医療法人社団平林医院 三豊市 83-2221
56 香川　嘉宏 医療法人社団新栄会細川病院 三豊市 83-2211
57 水田　潤 医療法人社団みずた内科 三豊市 83-7218
58 村上　恭一郎 村上医院 三豊市 83-2006
59 小野　好彦 医療法人社団小野医院 三豊市 83-8181
60 小野　昌弘 医療法人社団小野医院 三豊市 83-8181
61 大倉　敏裕 医療法人社団おおくら医院 三豊市 82-3353
62 高井　有一 高井医院 三豊市 63-2041


