４か月児健康診査協力医療機関一覧

※実施日等の情報は、随時変更される場合があります
ので詳細は直接医療機関にご確認ください。

令和３年４月１５日現在
区

医療機関名称

電話番号

予約方法

実施日

江波南一丁目７番１７号

082-293-2495

電話のみ 電話にて直接お問い合わせください。

大手町三丁目４番２７号

082-541-4009

電話のみ

休診日（土・日・祝日・水曜日の午前中）以外の日程で
予約時調整

医療法人 住田医院

大手町五丁目６番２３号
エスポワールたかのばし１・２階

082-241-3735

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（月・水・金・土） 14：00～15：00

医療法人原田会

堺町二丁目６番２２号

082-231-7982

電話のみ (月・火・水・木・金) 9:00～12：00

上村医院

住吉町８番１９号

082-249-4655

電話のみ

千田こどもクリニック

千田町二丁目１番２７号

082-543-6230

電話のみ （月・水・金） 14：00～15：30

小児科／アレルギー科
すがいこどもクリニック

宝町２番１号
フジグラン広島４階

082-207-3888

電話のみ

医療法人あかね会

中島町３番３０号

082-243-9191

電話のみ （月・木） 15：00～16：30

医療法人 こばたけ小児科皮ふ科医院

西白島町７番４号

082-227-5060

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

広島逓信病院

東白島町１９番１６号

082-224-5355

電話のみ (月・火・水・木・金) ※時間応相談

はやかわ小児クリニック

袋町６番４６号

082-247-1890

電話のみ

（月・火・水・木・金） 時間応相談
（土） 9：00～12：00

こうの小児科クリニック

舟入幸町４番２号
クリニックモール舟入４階

082-503-3370

電話のみ

（火・金） 12：00～12：30
（水） 12：00～13：00

医療法人社団秋月会
広島中央通り こどもクリニック

三川町７番１号

082-546-2558

電話のみ

(月・火・木・金) 10：00～11：30 15：30～16：30
（水・土） 15：30～16：30
※時間応相談

ねじはし小児科

牛田旭一丁目１３番１８号

082-222-5053

電話のみ （月・火・水・金） 14：00～15：30 ※時間応相談

こだまクリニック

牛田東一丁目１番２６号

082-221-2535

電話のみ （月・火・木・金） 15：00～16：00

医療法人社団 たけなお会
たにぐち小児クリニック

中山東二丁目２番９号

082-508-4115

電話のみ （月・火・水・金・土） 14：00～15：00

いしがめ小児科

温品七丁目１０番１１－２０号

082-573-1178

電話のみ （火・木） 13：00～14：30

ますだ小児科

東蟹屋町１０番２１号

082-568-2828

電話のみ （月・火・木・金・土） 14：00～15：00

ＪＲ広島病院

二葉の里三丁目１番３６号

082-262-1171

予約不要

医療法人 ひよこ小児科内科

戸坂千足一丁目２２番６－１１号

082-516-0015

予約不要 （月・火・木・金・土） 14：30～15：30

おおにしこどもクリニック

戸坂千足二丁目９番１３号

082-229-3232

電話のみ

（月・火・水・金・土） 14：30～15：30
※第２土曜日は休診

さかたに小児科

宇品神田五丁目２６番１７号

082-251-0007

電話のみ

(火・水) 14：30～17：30
（木） 14：30～17：00

医療法人 小児科さとうクリニック

宇品西三丁目１番４５－３号
クリニックモール宇品

082-250-2311

電話のみ

（月・火・木・金） 14：00～15：00
（水・土） 午前 ※時間応相談

あおばこどもファミリークリニック

宇品西五丁目３番１３号

082-250-1255

電話のみ （月・火・水・金） 9：00～12：00

082-281-3578

Ｗｅｂ予
（月・火・水・金） 14：30～16：00
約のみ

あさお医院

中国電力

中区

所在地（区ごとに五十音順）

株式会社

中電病院

はらだ小児科

土谷総合病院

３階

（月・火・水・金） 9：00～12：30 14：00～16：00
（木・土） 9：00～13：00

（月・水・金） 14：00～16：00
（火） 14：00～15：00

（月・火・木・金・土） 14：00～15：00

東区

医療法人しろくま会
東雲本町二丁目６番３２号
しらお小児科・アレルギー科クリニック

（月・木・金） 15：30～16：00
（火・水） 13：30～15：00

南区
女医によるファミリークリニック

松原町５番１号
ビックフロントひろしまタワービル４階

082-262-5252

電話のみ （月・水・木・金・土） 9：00～17：00

医療法人 もり小児科

翠二丁目２７番３０号

082-251-1717

電話のみ （月・火・水・木・金・土） 15：00～16：00

堂面医院

皆実町二丁目８番４号

082-251-1510

電話のみ （月・火・木・金） 14：00～15：00

いいだこどもクリニック

皆実町四丁目２２番８号

082-250-1115

電話のみ （月・水・土） 14：30～15：30

※実施日等の情報は、随時変更される場合がありますので詳細は直接医療機関にご確認ください。

４か月児健康診査協力医療機関一覧
令和３年４月１５日現在
区

西区

医療機関名称

所在地（区ごとに五十音順）

※実施日等の情報は、随時変更される場合があります
ので詳細は直接医療機関にご確認ください。
電話番号

予約方法

実施日

しのはら小児クリニック

井口三丁目１３番５号

082-276-0200

電話のみ

（月・水・木・金） 14：30～16：00
※第３木曜日を除く

生協小児科ひろしま

観音町１６番１９号

082-532-1260

電話のみ

（火） 12：30～13：30
（月・水・木・金・土） ※時間応相談

医療法人 はまだ小児クリニック

己斐本町一丁目２５番８号

082-507-1500

電話のみ

（月・火・木・金） 9：00～11：00 14：30～17：00
（水・土） 9：00～11：00

むらき小児科

庚午北二丁目２２番４号

082-527-0215

電話のみ （月・火・水・金） 14：30～15：00 ※時間応相談

はまさきこどもクリニック

庚午中三丁目５番１３号

082-507-3715

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（月・火・木・金・土） 14：00～15：30

よしのこどもとアレルギーのクリニック 庚午南一丁目３０番１３号

082-208-5512

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（月・火・水・木・金） 9：00～12：30 14：00～18：00
（土） 9：00～12：30

有廣小児科内科医院

古江西町７番２０号

082-271-5426

予約不要 （月・火・水・木・金） 9：00～12：00

どんぐり小児科

南観音二丁目７番２１号
平野ビル１階

082-297-5656

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（月・火・水・金）
10：00～11：00 13：30～15：00 15：30～17：00
（木・土） 10：00～11：00

新田小児科医院

横川町三丁目９番１４号

082-231-7901

予約不要

（月・火・水・金） 9：00～12：30 15：00～17：30
（木） 9：00～12：30 （土） 9：00～12：00 14：00～16：30

082-849-2511

電話のみ

（月・火・木・金） 14：00～15：30 ※時間応相談
（土） 8：30～9：00 12：00～13：00 ※時間応相談

矢野脳神経外科・やのこどもクリニック 大塚西一丁目２４番１２号

よしみつこどもクリニック

大町東一丁目８番２５号

082-831-5272

電話のみ （月・火・水・金） 14：00～15：00

医療法人社団 たなべ小児科内科

大町東二丁目７番２５－５号

082-870-5000

電話のみ (金） 13：00～14：00

いちごこどもクリニック

川内五丁目１４番２０号

082-870-1115

電話のみ （月・火・水・金） 14：00～15：30 ※時間応相談

堀江医院

祇園二丁目２２番２８号

082-874-0071

電話のみ （月・火・水・木・金） 9：00～12：00 14：00～18：00

しみずこどもクリニック

祇園三丁目１２番１２－２号

082-846-0070

電話のみ （月・火・水・金） 13：30～15：00

082-832-3300

電話のみ

伴東五丁目１９番２３号

082-849-6030

電話のみ （月・火・木・金） 1４：00～15：00

伴南一丁目５番１８－８－３０１号

082-849-5519

電話のみ （月・火・水・木・金・土） 14：00～15：00

中筋二丁目７番１５号

082-877-2525

電話のみ

すがはら小児科アレルギー科クリニック 西原八丁目１番１３号 ２階

082-850-2020

電話のみ （月・火・木・金） 13：30～15：00

わんぱくキッズクリニック

東原一丁目１番２号 ４階

082-850-1755

電話のみ

医療法人 あすか 高橋内科小児科医院

緑井二丁目１２番２５号

082-879-3143

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（火） 13：30～15：00

にこにこキッズクリニック

緑井五丁目２９番１８号
緑井ゆめビル１０３号

082-831-0415

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（月・火・水・金） 14：30～16:00
（土） 14：30～16：00

桑原医院

八木二丁目１３番２７号

082-873-2516

電話のみ

（火・金） 15：00～17：30
（水・土） 8：30～11：30

にしお小児科アレルギー科

山本一丁目９番２６号
クリニックモール祇園２階

082-850-1138

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（月・火・木・金） 8：30～9：30 14：30～15：45
（水・土） 8：30～9：30

祇園ふたばこどもクリニック

山本三丁目１番１２号

082-871-7770

電話のみ

（月・火・水・金） 8：30～9：30 13：30～16：00
（木・土） 8：30～9：30

土井クリニック

可部二丁目４０番２２号

082-814-3211

電話のみ （月・火・水・金） 13：30～15：00

ふじたこどもクリニック

可部四丁目２３番１３号

082-815-5515

電話のみ

（月・火・金） 14：30～16：00
（木） 14：00～15：30

亀山二丁目８番２６号

082-815-1334

電話のみ

（月・火・水・金） 14：00～15：00 ※時間応相談
（木） 13：30～14：30 ※時間応相談 （土） 時間応相談

たかはし小児科アレルギー科クリニック 口田三丁目２６番５号

082-841-2661

電話のみ （月・木） 13：30～14：30

なかふかわ小児科

082-845-0022

電話のみ

ひだまりこどもアレルギー科クリニック 祇園五丁目２番４５－２０４号

西村小児科

安佐南区 こころ・チャイルド・クリニック
中筋こどもクリニック

安佐北区 医療法人社団 杉野小児科医院

深川五丁目２３番１号

（月・木） 14：00～15：00
（火・金） 14：00～16：00

（月・金） 15：00～16：30 ※時間応相談
（火・木） 14：00～16：30 ※時間応相談

（月・火・木・金） 15：00～15：30 ※時間応相談
（水・土） 8：45～12：00 ※時間応相談

（月・火・木・金） 9：00～12：30 15：00～18：00
（水・土） 9：00～12：30

４か月児健康診査協力医療機関一覧

※実施日等の情報は、随時変更される場合があります
ので詳細は直接医療機関にご確認ください。

令和３年４月１５日現在
区

安芸区

医療機関名称

所在地（区ごとに五十音順）

電話番号

予約方法

実施日

畑川小児科

船越南三丁目５番３号

082-823-8181

電話のみ （火） 15：00～16：00 ※時間応相談

ふじた小児科

矢野西四丁目１番２１号

082-889-3355

予約不要

（月・火・水・金） 9：00～9：30 15：00～15：30
（土） 9：00～9：30

医療法人社団 ひろし会
だて子どもクリニック

矢野東五丁目７番１３号

082-888-0018

電話のみ

（火・水・木・金） 9：30～11：45 15：00～17：30
（月） 15：00～17：30 （土） 9：30～12：00

藤田小児科医院

熊野町萩原六丁目２６番４号

082-854-0707

前日の9時
（月・火・水・金） 9：00～11：00 15：00～17：00
～11時に
電話予約 （木・土） 9：00～11：00

向洋こどもクリニック

府中町青崎中２４番２６号

082-287-3266

予約不要 （月・火・水・金） 14：00.～15：00

すくすくキッズクリニック

府中町大通二丁目８番２１号
大興クリニックビル４階

082-286-8686

電話のみ （月・火・水・金） 10：00～11：00

医療法人社団 細田小児科医院

府中町浜田一丁目１番２８号

082-284-1020

予約不要

（月・火・水・金） 9：00～12：30 14：30～16：00
（木） 9：00～12：00 （土） 9：00～12：30

医療法人社団 淳愛会 きだに小児科

五日市一丁目３番１４号

082-925-6611

電話・Ｗｅ
ｂ予約両方

（月・火・木・金・土） 14：00～16：00
※初診の場合は、電話で予約をしてください。

平尾クリニック

五日市駅前一丁目１１番３９号

082-921-3161

電話のみ （月・火・水） ※時間応相談

高田小児科医院

五日市中央三丁目１５番１９号

082-921-1250

電話のみ （火・金） 14：30～15：30 ※時間応相談

赤尾ファミリークリニック

海老園一丁目４番１９号

082-922-3535

電話のみ

（月・火・木・金） 9：00～11：45 15：00～17：30
（水） 9：00～11:45
※時間応相談

医療法人社団 ながたこどもクリニック

海老園一丁目６番２２号

082-924-8800

電話のみ

（木） 14：30～16：00
（金） 15：00～16：00

医療法人 社団 こにしこどもクリニック 城山二丁目２番４号

082-926-1524

電話のみ （月・木） 14：30～15：30

ふじえ小児科

八幡東三丁目２８番１７号 ３階

082-926-2725

電話のみ （月・火・水・金・土） 14：00～15：00

はだ小児科

楽々園五丁目９番５－３０２号

082-208-5285

電話のみ （月・火・木・金・土） 10：30～12：00 14：00～15：00

４階

安芸郡

佐伯区

※実施日等の情報は、随時変更される場合がありますので詳細は直接医療機関にご確認ください。

