
学校心臓検診2次検診実施医療機関リスト（令和4年7月12日現在）           ※対象：小・中学生                                                                                        

小学生 中学生 予約の要否 予約方法 対応日（曜日） 時間帯 備考

1 四国中央市 川崎会中央クリニック 四国中央市三島中央4丁目12-23 0896-23-7808 循環器科 蓮井雅浩 ● ● 不要

2 四国中央市 野口眼科・内科・循環器内科 四国中央市中曽根町1673-1 0896-22-3366 循環器内科 野口容子、發知淳子 ● ● ※必要 電話

月・火・木

水

金

土

9:00-12:00、14:00-18:00

9:00-12:00

9:00-12:00、14:00-16:00

9:00-12:00

3 四国中央市 ⻑⾕川病院 四国中央市金生町下分1249-1 0896-58-5666 内科 ⻑⾕川操 ● ※必要 電話  ⽉〜金 午前（9:00-12:30）

4 四国中央市 HITO病院 四国中央市上分町788-1 0896-58-2222 循環器内科 伊藤 彰、志村拓哉 ● ※必要 電話

5 四国中央市 みよし循環器クリニック 四国中央市寒川町1181-1 0896-24-5311 循環器内科 三好広典 ● ● 不要

6 新居浜市 愛媛労災病院 新居浜市南小松原町13-27 0897-33-6191 小児科 山岡理恵 ● ● ※必要 電話

7 新居浜市 循環器科林病院 新居浜市中⻄町6-46 0897-43-8383 循環器内科 芝  健、三⾕英信 ● ● 不要 電話予約していただく方が円滑に診療できます。

8 新居浜市 せいだ循環器内科 新居浜市横水町2-51 0897-40-1717 循環器内科 清田正夫 ● ※必要 月・水・金 15時以降

9 ⻄条市 あおの循環器科 ⻄条市丹原町今井273-1 0898-68-3300 循環器科 ⻘野信卓 ● ●  不要

月・火・木・金

水・土

9:00-12:00

14:00-18:00

9:00-12:00

受診後、必要な検査を予約。

※双方の都合が良ければ受診当日に検査できることも有。

10 ⻄条市 ⻄条中央病院 ⻄条市朔⽇市804 0897-56-0300 小児科 檜垣高史、千阪俊行 ● ● ※必要

直接来院

（小児科外来）、

電話

水

土

14:00-17:00

9:00-12:00
第2・4水曜、第1・3・5土曜は休診

11 ⻄条市 じょうとく内科クリニック ⻄条市神拝字七反地甲217-1 0897-58-2233 内科 城德昌典 ● 不要

12 ⻄条市 松田循環器科内科 ⻄条市三津屋南13-50 0898-76-1117 循環器科 松田昌三 ● ● ※必要 電話 診療時間内

13 ⻄条市 渡部病院 ⻄条市周布331-1 0898-64-1200 循環器内科 ⻘野 潤 ● ※必要 電話

月・火・木

金

土

8:30-12:30/15:00-17:00

15:00-17:00

8:30-12:30

14 今治市 今治第一病院 今治市宮下町1丁目1-21 0898-23-2000 心臓血管外科、循環器内科 藤⽥ 博、市川 忍、寺内靖順 ● ● ※必要 電話  ⽉〜⼟ 午前中の診察時間内 事前に電話で問い合わせてください。

15 今治市 愛媛県立今治病院 今治市石井町4丁目5-5 0898-32-7111 小児科 松⽥ 修、村尾紀久子 ● ● ※必要 電話 金曜日 午後

16 今治市 小澤外科循環器科 今治市馬越町4丁目3-10 0898-32-1520 循環器科 小澤正澄 ● ● 不要

17 今治市 おちクリニック内科・循環器内科 今治市馬越町1丁目2-28 0898-34-5055 内科、循環器内科 越智耕平 ● ● ※必要 電話、Web

月・火・木・金

水・土

8:30-12:00

14:00-17:30

8:30-12:00

診療終了の30分前には来院ください。

18 今治市 済生会今治病院 今治市喜田村7丁目1-6 0898-47-2500 小児科 髙橋龍太郎 ● 不要
月・木

金

午後（14:00-16:30）

午前（9:00-12:00）

19 今治市 瀬⼾内海病院 今治市北宝来町2丁目4-9 0898-23-0655 循環器科 髙垣健二 ● ※必要 電話
月・水・木・金

火

9:00-12:00

14:00-16:00

20 今治市 放射線第一病院 今治市北日吉町1丁目10-50 0898-23-3358 循環器内科 脇坂佳成、脇坂智代子 ● ※必要 電話

21 東温市 石川小児科 東温市横河原337-1 089-955-0333 小児科 石川純一 ● ● ※必要 電話

 ⽉〜金

土

8:30-12:00

14:00-18:00

8:30-12:00

22 東温市 いずみ内科循環器クリニック 東温市志津川南1丁目1-2 089-961-1195 循環器内科 泉 直樹 ● ● 不要

23 東温市 愛媛医療センター 東温市横河原366 089-964-2411 循環器内科 関谷健佑、堀江里佳子 ● ※必要 当院地域連携室へ  ⽉〜金 日中 地域連携室（FAX089-990-1896）

24 東温市 愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-964-5111 小児科
 檜垣高史、太⽥雅明、

高田秀実、千阪俊行
● ● ※必要 電話 月・木

25 東温市 こばやし内科クリニック 東温市野田2丁目102-2 089-960-5311 循環器内科 小林卓正 ● ※必要 電話 診療時間内 来院日にすべての検査が終了するかは内容、予約次第です。

26 松山市 天山病院 松山市天山2丁目3-30 089-946-1555 循環器内科 金子 仁 ● ● ※必要 電話 水・土・日・祝祭日を除く平日 要相談

27 松山市 石手まつもと内科循環器クリニック 松山市新石手甲72-1 089-977-3355 循環器内科 松本健吾 ● ※必要 電話 月・火・木・金 14:30-15:00（UCGなど）

28 松山市 愛媛県立中央病院 松山市春日町83 089-947-1111 小児科 山本英一、森谷友造 ● ● ※必要 電話
木（午後）

金（午前・午後）

29 松山市 愛媛生協病院 松山市来住町1091-1 089-976-7001 小児科、内科 有田孝司、玉井里奈子、尾﨑達哉 ● ● ※必要 電話 負荷心電図はダブルマスターのみ実施。

30 松山市 おおつか循環器・内科クリニック 松山市樽味4丁目2-25 089-943-0025 循環器内科 大塚知明 ● ※必要 電話 月・火・水・金 午後

要相談

連番
検診対象年齢 2次検診の受診に際して

市町 実施医療機関名 担当診療科名
検査に携わる

医師氏名
所在地 電話番号



31 松山市 かない循環器科・内科クリニック 松山市中須賀1丁目1-26 089-952-0081 循環器内科、内科 金居英明 ● ※必要 電話、来院、FAX 火・金
9:00-11:30

14:30-17:30

32 松山市 北吉田診療所 松山市北吉田町1019-1 089-965-4180 内科、循環器内科 村田克敏 ● ● 不要 診療時間内

33 松山市 久保内科循環器クリニック 松山市鴨川1丁目2-11 089-925-5345 循環器内科 久保俊彦 ● ● ※必要
Web（初診のみ）、

電話
予約の方には折り返し電話し時間帯等調整します

34 松山市 桑原内科麻酔科 松山市桑原2丁目8-18 089-941-8567 内科 橋⽥ 啓 ● ● 不要

35 松山市 済生会松山病院 松⼭市⼭⻄町880-2 089-951-6111 循環器内科 渡辺浩毅 ● ※必要 電話 平日 15:00-17:00

36 松山市 関谷循環器科 松山市北梅本町甲3320 089-955-7676 循環器科 関谷達人 ● ● ※必要 電話、Web
月・火・水・木・土

月・火・土

9:00-11:00

14:30-17:00

37 松山市 たるみこどもの杜クリニック 松山市樽味2丁目8-10 089-961-1410 小児科 中野威史 ● ● ※必要
Web（心臓検診）、

電話

月・火・木・金

水・土

10:00、16:00

10:00

Web問診または電話にてあらかじめ病名、所見名、受診理由等を

お知らせください。

38 松山市 土居循環器科内科 松山市北久米町242 089-975-3501 循環器科、内科 土居寿之、土居康展 ● 不要
 ⽉〜⼟

月・火・水・金

8:30-12:00

14:00-18:00

39 松山市 とみの心臓血管クリニック 松山市古川北3丁目3-27 089-905-0323 心臓血管外科 富野哲夫 ● ● ※必要 電話 月・火・木・金・土
9:00-12:00

15:00-18:00

40 松山市 原循環器科内科クリニック 松山市祝谷2丁目12-32 089-917-7755 循環器内科 原 裕二 ● ● 不要

41 松山市 ひいらぎこどもクリニック 松山市別府町442-1 089-951-4421 小児科 髙橋由博 ● ● ※必要 電話 電話にて相談

42 松山市 平松循環器科内科 松山市湊町2丁目1-12 089-943-2570 循環器内科 平松伸一 ● 不要

43 松山市 ふくだ循環器科内科クリニック 松⼭市⻄垣⽣町478-6 089-989-3433 循環器科 福⽥ 浩 ● ※必要 電話  ⽉〜⼟ 電話にて相談

44 松山市 星の岡心臓・血管クリニック 松山市東石井1丁目5-5 089-956-5511 循環器内科 鈴木 誠、藤井 昭 ● ※必要 電話  ⽉〜金 9:00-11:00、14:00-17:00 保護者同伴

45 松山市 松山笠置記念心臓血管病院 松山市末広町18-2 089-941-2288 胸部外科 笠置 康、笠置眞知子 ● ● 不要 休診日、救急日以外 初診診察時、検査の予約をし、その後記入するようになる。

46 松山市 松⼭市⺠病院 松山市大手町2丁目6-5 089-943-1151 小児科 ⼩⻄恭子 ● ● ※必要 電話 水 13:30-15:30 必ず事前に電話で予約を入れてください。

47 松山市 松山赤十字病院 松山市文京町1 089-924-1111 小児科
近藤麻衣子、福嶋遙佑、重光祐輔、

川本祐也、栗田佳彦
● ● ※必要

電話

（小児科窓口）
隔週月 11:30-

48 松山市 松山第一病院 松山市久万ノ台282-2 089-924-6878 循環器内科 松原泰久、眞鍋健一 ● ※必要 電話 外来診療時間内

49 松山市 宮崎外科・内科 松山市南久米町158 089-975-2775 外科、内科 宮崎隆史 ● ● ※必要 電話

50 松山市 村上循環器科 松山市勝山町2丁目7-2 089-943-5355 循環器内科 村上 博 ● ● 不要

51 松山市 立命クリニック 松山市本町4丁目5-1 089-994-8711 循環器内科 村上 聡 ● ※必要 電話 月・火・水・金 15:00-17:00

52 松前町 おち内科循環器科 伊予郡松前町大字大溝508-12 089-960-3620 循環器科、内科 越智隆明、清家史靖 ● ● ※必要 電話
水・土の午後

日・祝日以外

53 松前町 松野内科クリニック 伊予郡松前町大間166-1 089-961-6677 松野敏文 ● ● ※必要 電話
火・木・金

土

14:30-

8:30-

54 松前町 むかいだ小児科 伊予郡松前町大字恵久美792-1 089-985-0115 小児科 向田隆通 ● ● ※必要 電話
基本的には18時以降

 院⻑のスケジュールが空いている⽇

55 砥部町 かどた内科 伊予郡砥部町高尾田635-2 089-957-3113 内科、循環器科、消化器内科 門田富史 ● ● ※必要 電話

56 大洲市 浦岡医院 大洲市三の丸877-32 0893-24-2024 浦岡忠夫 ● 不要
 ⽉〜⼟

月・水・金

9:00-11:00

14:00-16:00

57 大洲市 喜多医師会病院 大洲市東大洲1563-1 0893-25-0535 循環器内科
齋藤 実、佐藤澄子、木下将城、

中川裕彦、藤本香織
● ● 不要  ⽉〜金 8:00-11:00

58 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大平1-638 0894-22-3211 小児科 高田秀実 ● ● ※必要 電話 第2・第4水 14:00-16:00

59 宇和島市 石川循環器科内科 宇和島市中沢町1丁目2-9 0895-20-0320 循環器科 石川賢二 ● 不要  ⽉〜⼟  9時〜診療終了の1時間前

60 宇和島市 上田小児科 宇和島市広小路1-26 0895-25-0100 小児科 上⽥ 誠 ● ● ※必要 電話

61 宇和島市 市立宇和島病院 宇和島市御殿町1-1 0895-25-1111 小児科 ⻑⾕幸治、⽥代良 ● ● ※必要 電話

62 愛南町 愛媛県立南宇和病院 南宇和郡愛南町城辺甲2433-1 0895-72-1231 小児科 応援医師 ● ● ※必要 電話

第1・3・5水

第1木

金

指定する時間

当院から曜日、時間をお伝えします


