
（平成21年12月1日現在）

医療機関名 所在地 電話番号 予約 実施曜日

沢崎産婦人科医院 中区江波東１－１２－３６ ２３２－８７７７ 不要
月、火、水、金　9時～12時、14時
～17時　　木、土　9時～12時

しいのレディースクリニック 中区大手町２－７－２　 ２４２－１１３２ 要（土曜日のみ）
月、火、木、金　10時～13時、15
時～17時30分
水、土　10時～12時

中電病院 中区大手町３－４－２７ ２４１－８２２１ 不要 月～金　（8時～11時に受付）　

広島県集団検診協会（メディックス広島） 中区大手町１－６－２ ２４８－４１１５ 要
月～金（土は不定期）
受付時間13時30分～14時30分

女性クリニック　ラポール 中区大手町５－３－１ ２４１－６００９ 不要
月～土　9時～13時（水 除く）
月、木　15時～19時30分
火、金、土　15時～18時

グランドタワーメディカルコート
ライフケアクリニック

中区上八丁堀４－１ ２２７－３３６６ 要 火・木曜日の15時～17時

河野産婦人科クリニック 中区紙屋町２－２－２５ ２４２－１５０５ 要（新患の方のみ）
月、火、水、金、土
9時～13時　15時～18時

藤井レディースクリニック 中区紙屋町２－２－６ ２４１－２４１０ 要
月、火、水、金　9時30分～13時
14時30分～18時

ユノ川クリニック 中区新天地５－１４ ２４３－１５１５ 不要

月　9時～12時、14時30分～18時
火、木、金　9時～13時、14時30
分～18時　　水　9時～12時
土　9時～13時

岸田産婦人科 中区千田町２－１－２７ ２４１－１６８１ 不要
月、火、水、金　9時～13時、15時
～18時　　木、土　9時～13時

広島原爆障害対策協議会
（健康づくりセンター）

中区千田町３－８－６

クーポン券専用
５４４－８２２８
一般
２４３－２４５１

クーポン券使用は
要

一般の検診は不
要

月、水、金　13～15時

（クーポン券の予約電話受付　月
～金　9時～12時、13時～16時）

野田産婦人科医院 中区千田町３－１１－２２ ２４１－７４０５ 不要
月、火、水、金　9時～17時30分
木、土　9時～12時

広島赤十字・原爆病院 中区千田町１－９－６ ２４１－３１１１ 不要（予約も可） 月～金　8時～11時

井槌産婦人科 中区鉄砲町９－２４ ２２１－１６８４ 不要（予約も可）
月、火、木、金、土 10時～12時
30分、15時～18時
第1、3日曜日　10時～12時30分

産婦人科内科　小松クリニック 中区鉄砲町１０－８ ２２７－３７７７ 不要
月～金　9時30分～12時30分、14
時30分～18時30分
土　9時30分～13時

竹中産婦人科クリニック 中区鉄砲町９－１０ ５０２－８２１２ 要 月～土（水、土は午前中のみ）

土谷総合病院 中区中島町３－３０ ２４３－９１９１ 要 月～金　午前中

中島土谷クリニック 中区中島町６－１ ５４２－７２７２ 要 月、火、金　（午前中のみ）

広兼産婦人科医院 中区西白島町１８－１０ ２２１－０５２６ 不要 月～土（木、土は午前中のみ）

正岡病院 中区猫屋町４－６ ２９１－３３６６ 要
月、水、金、土　9時～17時
火　9時～18時

産婦人科　長尾クリニック 中区幟町１４－１１ ５０２－７００２ 不要（予約も可） 月～土　10時～14時

山岡産婦人科 中区羽衣町１６－４３ ２４０－１１０３ 不要
月、火、水、金　10時～18時
木　10時～13時　土　10時～15時

産婦人科内科　福原医院 中区橋本町５－９ ２２７－８７２５ 不要 月～土（水、土は午前中のみ）

広島逓信病院 中区東白島町１９－１６ ２２４－５３５５ 不要
月、水、金（金は第2、4のみ）
9時～（受付8時30分～11時30分）

広島県環境保健協会
健康クリニック

中区広瀬北町９－１ ２３２－４８５７ 要 月～金　13時受付

木山産婦人科クリニック 中区袋町４－３ ５４４－３１５５ 不要
月、火、水、金　9時～18時
木　9時～13時　　土　9時～17時

こうレディスクリニック 中区富士見町１２－１７ ５４２－０７７０ 不要
月、火、水、金　9時～13時、15時
～18時　　　木　9時～13時
土　9時～13時、15時～17時

中川産科婦人科 中区本川町２－１－１６ ２３１－２８３２ 要
月、火、水、金　9時～12時30分、
15時～17時　　　土　9時～12時
30分、14時30分～16時30分

子宮がん検診実施医療機関

子宮がん検診は、問診、視診、子宮頸部細胞診、内診です。
なお、問診の結果、受診前6か月以内に不正性器出血などの症状があり、子宮体がんの疑いのため、医師が必要と判断した場
合は、子宮頸部細胞診と併せて引き続き子宮体部細胞診を受診することができます。



医療機関名 所在地 電話番号 予約 実施曜日

広島記念病院 中区本川町１－４－３ ２９２－１２７１ 不要
受付時間　8時30分～11時（月～
金）、13時～14時30分（月、水、
金）

絹谷産婦人科 中区本通８－２３ ２４７－６３９９ 要
月～土（水、土は午前中のみ）
受付時間　9時～12時30分、15時
～17時30分

井原クリニック 中区基町６－２７ ２２５－３３６０ 不要

月、水、金　10時～13時、15時～
18時　　木　10時～11時30分、15
時～18時　　土　10時～13時、15
時～17時　　日　10時～13時
（火、祝日、第2、4日曜休診）

広島市民病院 中区基町７－３３ ２２１－２２９１ 要
月、木　13時～14時　2名
※手術後の方は実施しません。
予約は外来担当　内線（5122）

吉島病院 中区吉島東３－２－３３ ２４１－２１６７ 要 月曜日のみ　10時30分～12時

くりむら婦人科内科医院 東区牛田中１－３－５ ２２４－２３８８ 不要

月、火、水、金　9時～12時30分、
15時～18時　　木　9時～12時30
分　　　　土　9時～12時30分、15
時～17時30分

落合産婦人科医院 東区温品４－６－２２ ２８９－６６７７ 不要
月～土　9時～12時
月、火、水、金　14時～17時30分

広島鉄道病院 東区二葉の里３－１－３６ ２６２－１４９４ 要 月、水、金　　9時～11時30分

佐々木産婦人科 東区戸坂中町６－８ ２２９－４００８ 不要
月～土（木、土は午前中のみ）
9時～13時　　15時～18時

川崎産婦人科医院 南区旭２－１４－４ ２５１－０３０３ 不要 月～土（木、土は午前中のみ）

松本クリニック 南区猿猴橋町２－１１ ２６４－７７１１ 不要

月、火、水、金　10時～13時、14
時30分～18時
土　10時～13時、14時30分～17
時　　第1、3日曜日　10時～13時

新甲さなえ女性クリニック 南区段原南１－３－５３ ５６８－２２３４ 要
月、火、水、金　10時～13時、15
時～18時30分　　土　10時～15時

瀬戸産婦人科医院 南区東本浦町２２－５ ２８１－１３５９ 不要 月～土（木、土は午前中のみ）

芥川産婦人科医院 南区的場町１－５－４ ２６３－１１４０ 不要 月～土（木、土は午前中のみ）

澤崎産婦人科 南区的場町２－２－１５ ２６１－２１６８ 不要

月、火、水、金　9時～12時30分、
15時～18時
木　9時～12時30分
土　9時～12時30分、15時～17時

山口産婦人科医院 南区翠１－３－１０ ２５４－７５００ 不要
月、水、金　　9時～12時30分
（※子宮体部細胞診は実施しま
せん。）

真田病院 南区皆実町３－１３－２１ ２５１－１０２５ 不要
月、火、水、金　9時～12時45分、
15時～18時
木、土　9時～12時45分

鈴峰今中医院 西区井口４－２－３１ ２７７－１２２３ 不要 月～土（木、土は午前中のみ）

アルパーク検診クリニック 西区草津新町２－２６－１ ５０１－１１１５ 要
クーポン専用　月、水　13時30分
火、金　11時

香月産婦人科 西区己斐本町２－１４－２４ ２７２－５５８８ 要 月～土（木、土は午前中のみ）

河野産婦人科 西区庚午中２－１－３ ２７１－４４６３ 不要
月～土（木、土は午前中のみ）
9時～17時50分

坪倉クリニック産婦人科 西区古江新町４－１８ ２７３－５５５０ 不要

月、火、水、金　9時30分～12時、
14時30分～17時30分
木　9時30分～12時
土　9時～12時

松尾産婦人科内科医院 西区三篠町１－５－７ ２３７－１５０６ 不要
月、火、水、金　9時～13時、14時
30分～19時
木、土　9時～13時

福島生協病院 西区都町４２－７ ２９２－３１７１ 要
月、金　9時～15時
第1、3、5土の午前中

舛本産婦人科医院 安佐南区相田２－７－２２ ８７８－１１１１ 不要
午前　月～土　9時～12時30分
午後　15時～17時30分（月、水、
金）、16時～17時30分（火、土）

井上産婦人科クリニック 安佐南区大塚西３－１１－３６ ８４８－７０１０ 不要
月、火、水、金　9時～12時30分、
15時～18時
土　9時～12時30分

大町土谷クリニック 安佐南区大町東２－８－３５ ８７７－５５８８ 要
水曜日　14時～17時
土曜日　9時～12時



医療機関名 所在地 電話番号 予約 実施曜日

野村産婦人科 安佐南区上安１－１－１８ ８７８－７１０１ 不要
月、火、水、金　9時～12時、15時
～17時30分　　　　木　9時～12時
土　9時～12時30分

フジハラレディースクリニック 安佐南区祇園５－２－１ ８５０－１８１５ 不要
月、水、土　9時30分～12時30
分、14時30分～17時30分
火、金　9時30分～12時30分

広島共立病院 安佐南区中須２ー１９－６ ８７９－１１１１ 要 月、木　9時～10時

頼島産婦人科病院 安佐南区西原５－１１－１８ ８７４－０５２３ 不要
午前　9時～12時（月～土）
午後　14時30分～17時30分（月、
水、金）

緑井レディースクリニック 安佐南区緑井１－５－１ ８３１－２３００ 不要
月、火、水、金　9時30分～13時、
14時30分～18時
土　9時30分～15時

河本医院 安佐北区安佐町飯室１５９５－２ ８３５－１５０５ 要 月～金　9時～17時

安佐市民病院 安佐北区可部南２－１－１ ８１５－５２１１ 不要 月～金　8時30分～11時

村上産婦人科クリニック 安佐北区亀山２－６－２０ ８１９－１３３３ 要 月～土（水、土は午前中のみ）

真野産婦人科 安佐北区口田１－１６－３８ ８４３－１１０３ 不要
月、木、金　8時30分～18時
火、水　8時30分～12時30分
土　8時30分～17時

岡本産婦人科医院 安佐北区倉掛２－１－１０ ８４５－５５３１ 不要 月～土（木、土は午前中のみ）

重田産婦人科 安芸区船越南３－１－２１ ８２３－２４７８ 不要
月、火、水、金　9時～12時、16時
～18時30分　　　土　9時～12時

島田産科婦人科 安芸郡海田町大正町３－２５ ８２３－２２０６ 不要
月、火、水、金　9時～18時
木、土は午前中のみ

津田産婦人科クリニック 安芸郡海田町南幸町９－４３ ８２１－０３０３ 不要

月～土（木、土は午前中のみ）
午前9時～12時30分、午後15時
～17時30分
※月曜日の午後は15時30分～

豊田レディースクリニック 安芸郡熊野町大字川角４０１－２ ８５５－１９１３ 要
月～土　9時～12時　15時～18時
木曜日は休診

済生会広島病院 安芸郡坂町北新地２－３－１０ ８２０－１８７０ 要 月～金曜日の午前中のみ

藤東産婦人科医院 安芸郡府中町大須１－１６－２３ ２８４－２４１０ 不要
月～金　9時～12時30分、15時～
18時（※木曜日は午後休診）
土　9時～12時30分、15時～17時

こうの産婦人科 安芸郡府中町浜田本町３－２０ ２８１－３０２０ 不要
月～土（木、土は午前中のみ）
午前9時～12時30分、午後14時
30分～18時

河田産婦人科医院 佐伯区海老園１－２－１３ ９２１－３５０１ 不要 月、火、水、金　15時～17時30分

松永クリニック 佐伯区皆賀２－２－３１ ９２４－１１３１ 不要
月～水、金～土　9時～12時30分
14時30分～18時（※火曜日のみ
午後の診療が15時～18時）

西広島リハビリテーション病院 佐伯区三宅６－２６５ ９２４－１１１６ 要 水、金　8時～14時

かとうレディースクリニック 廿日市市阿品３－１－６ ０８２９－３６－０１３５ 不要（予約も可）
月、火、木、金　9時～12時30分、
14時30分～18時
水、土　9時～12時30分

JA広島総合病院　健康管理センター 廿日市市地御前１－３－３ ０８２９－３６－３１１１ 要 月～金　9時～11時

青葉レディスクリニック 廿日市市福面２－１－１１ ０８２９－５０－２３２７ 要

月、火、水、金　9時～12時、14時
～18時
木　9時～12時
土　9時～12時、14時～16時

江川レディースクリニック 廿日市市本町５－１８ ０８２９－３１－０４６１ 不要
月、火、水、金、土　9時～13時
15時～18時　　　日、木は休診

松田医院 東広島市八本松町飯田１０１ ０８２－４２８－００１９ 不要 月～土（木、土は午前中のみ）


