定期健康診断のお知らせ
令和２年度の定期健康診断を次のとおり行います。
事前に医療機関に連絡の上，被爆者健康手帳を持って，受診してください。
ご都合で受診されなくても，被爆者手当等には影響ありません。

１ 期

間

２ 医療機関
中央地区
郵便番号
737-0032
737-0032
737-0032
737-0043
737-0045
737-0045
737-0045
737-0045
737-0046
737-0046
737-0051
737-0052
737-0052
737-0052
737-0075
737-0077
737-0821
737-0821

令和２年１１月２日（月）～令和３年２月２７日（土）
下表のとおり（全５６医療機関）

所在地
呉市本町9-16
呉市本町4-1
呉市本町4-2
呉市和庄登町13-3
呉市本通一丁目1-1
呉市本通五丁目1-24
呉市本通五丁目6-12
呉市本通二丁目6-7
呉市中通一丁目3-8
呉市中通三丁目2-14
呉市中央二丁目6-20

医療機関名
医療法人真住会 真鍋外科・整形外科
佐々木内科・呼吸器科クリニック
医療法人 かわの内科胃腸科
よつばクリニック
クリニック広島健診
手島医院
寺岡内科・呼吸器科
大原内科循環器科
医療法人社団中川会 呉中通病院
木下内科医院
医療法人社団永楽会 前田病院
呉市東中央二丁目８－１８ 谷口クリニック
呉市東中央二丁目1-7
三好内科胃腸科
呉市東中央四丁目5-25 姫野内科医院
呉市西畑町17-4
中島内科
呉市伏原一丁目8-13
医療法人社団豊和会 豊田内科胃腸科
呉市三条四丁目8-1
髙木医院
呉市三条三丁目5-22
木村胃腸科病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
737-0821 呉市三条二丁目1-13
広島県済生会 済生会呉病院
737-0823 呉市海岸二丁目16-12
岸槌医院
737-0811 呉市西中央二丁目3-28 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院

電話番号
0823-21-2853
0823-21-7373
0823-25-1411
0823-25-8001
0823-24-7567
0823-21-2967
0823-21-4666
0823-21-7600
0823-22-2510
0823-25-1181
0823-25-2600
0823-23-5111
0823-23-3311
0823-22-3355
0823-22-0062
0823-21-0333
0823-21-2249
0823-22-2306
0823-21-1601
0823-21-7627
0823-22-2111

宮原地区
郵便番号
所在地
737-0024 呉市宮原二丁目6-6

医療機関名
かじまクリニック

電話番号
0823-69-0090

吉浦・天応地区
郵便番号
所在地
737-0863 呉市吉浦宮花町7-11
737-0874 呉市天応南町11-1

医療機関名
医療法人社団 生康会 谷本医院
医療法人社団 大下クリニック

電話番号
0823-31-1123
0823-38-7750

医療機関名
浜田内科泌尿器科

電話番号
0823-33-6611
0823-34-5366
0823-33-0292
0823-33-1171
0823-77-1555

昭和・郷原地区
郵便番号
所在地
737-0912 呉市焼山本庄四丁目8-16
737-0923 呉市神山三丁目3-3
737-0935 呉市焼山中央一丁目15-25
737-0935 呉市焼山中央一丁目2-25
737-0161 呉市郷原町1650-1

医療法人社団スマイル

クレア焼山クリニック

こたち胃腸科・内科医院
日下医院
本田内科クリニック

阿賀地区
郵便番号
所在地
737-0003 呉市阿賀中央六丁目7-24 呉芸南病院
737-0004 呉市阿賀南五丁目2-10 森川内科医院

医療機関名

電話番号
0823-73-7200
0823-75-0808

広・仁方地区
郵便番号
所在地
医療機関名
737-0142 呉市広駅前一丁目4-58 中央内科クリニック
737-0112 呉市広古新開一丁目1-31 大宇根内科呼吸器科クリニック
737-0193 呉市広多賀谷一丁目5-1 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院
737-0124 呉市広中新開一丁目11-9 西亀会みつの内科消化器科クリニック
737-0145 呉市仁方西神町4-14
医療法人社団 田村内科・小児科

電話番号
0823-71-8585
0823-76-2202
0823-72-7171
0823-71-7018
0823-79-0842

下蒲刈・蒲刈地区
郵便番号
所在地
医療機関名
737-0303 呉市下蒲刈町下島2120-4 公立下蒲刈病院
737-0303 呉市下蒲刈町下島2498 一般財団法人広島結核予防協会 住吉浜病院
一財）広島結核予防協会住吉浜病院附属大浦診療所
737-0402 呉市蒲刈町大浦793

電話番号
0823-65-3100
0823-65-2345
0823-66-1054

安浦・川尻地区
郵便番号
所在地
737-2516 呉市安浦町中央四丁目1-11 医療法人
737-2603 呉市川尻町西二丁目4-28 医療法人

電話番号
0823-84-2019
0823-87-2145

医療機関名
西田医院
山下内科クリニック

音戸・倉橋地区
郵便番号
所在地
737-1203 呉市音戸町鰯浜二丁目3-31
737-1202 呉市音戸町引地一丁目5-60
737-1206 呉市音戸町高須三丁目7-15
737-1206 呉市音戸町高須三丁目7-2
737-1216 呉市音戸町田原二丁目2-8
737-1217 呉市音戸町渡子二丁目27-3
737-1214 呉市音戸町藤脇二丁目19-3
737-1205 呉市音戸町南隠渡一丁目5-14
737-1207 呉市音戸町波多見一丁目28-16
737-1207 呉市音戸町波多見五丁目16-12
737-1204 呉市音戸町北隠渡一丁目6-3
737-1377 呉市倉橋町11897-26
737-1377 呉市倉橋町11824
737-1377 呉市倉橋町7382-2

医療機関名
河野診療所
むらい内科クリニック
呉市国民健康保険 音戸診療所
医療法人社団 仁井谷医院
向井内科
医療法人社団 田中医院
医療法人社団向日葵会 角医院
医療法人社団 石井クリニック
川岡整形外科
黒澤波多見診療所
医療法人社団はまゆう会 黒澤医院
室尾林医院
西亀診療院
医療法人社団 森本医院

豊・豊浜地区
郵便番号
所在地
734-0101 呉市豊浜町豊島3958

医療法人社団

医療機関名
升谷医院

電話番号
0823-52-2277
0823-52-2268
0823-50-0622
0823-52-1200
0823-51-2112
0823-52-2771
0823-56-0508
0823-51-2201
0823-52-0021
0823-52-1118
0823-52-2215
0823-54-0200
0823-54-0316
0823-56-2225
電話番号
0823-68-2015

※このほかに，ご都合に合わせて年２回，希望健診を受診できます。
うち１回はがん検診に変更できます。
がん検診を受診されたい場合は，健康診断を受診される医療機関で申し出てください。
受診された医療機関によっては希望されるがん検診に対応していない場合もございます。
その場合には，呉市保健所地域保健課（０８２３－２５－３５３４）
もしくは，広島県被爆者支援課(０８２－５１３－３１１６)へお問い合わせ下さい。

