
救急病院・救急診療所一覧(H29.12.1) （香川県健康福祉部医務国保課）

1 大川 香川県立白鳥病院 東かがわ市松原963番地 ０８７９－２５－４１５４

2 大川 さぬき市民病院 さぬき市寒川町石田東甲387番地1 ０８７９－４３－２５２１

3 大川 医療法人社団 雅友愛会 太田病院 東かがわ市三本松1758 ０８７９－２５－２６７３

4 大川 医療法人社団 聖心会 阪本病院 東かがわ市川東103番地1 ０８７９－２５－１１２１

計 4施設

1 小豆 小豆島中央病院 小豆郡小豆島町池田2060番地1 ０８７９－７５－１１２１

2 小豆 医療法人社団 つばき会 牟礼病院 小豆郡小豆島町安田甲33番地 ０８７９－８２－１１１１

計 2施設

1 高松 香川大学医学部附属病院 木田郡三木町池戸1750-1 ０８７－８９８－５１１１

2 高松 香川県立中央病院 高松市朝日町1丁目2番1号 ０８７－８11－３３３３

3 高松 高松市民病院 高松市宮脇町2丁目36番1号 ０８７－８３４－２１８１

4 高松 高松赤十字病院 高松市番町4丁目1番3号 ０８７－８３１－７１０１

5 高松 恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 高松市多肥上町１３３１番地１ ０８７－８６８－１５５１

6 高松 独立行政法人地域医療機能推進機構 りつりん病院 高松市栗林町3丁目5番9号 ０８７－８６２－３１７１

7 高松 ＫＫＲ高松病院 高松市天神前4番18号 ０８７－８６１－３２６１

8 高松 香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総合病院 高松市屋島西町2105番17 ０８７－８４１－９１４１

9 高松 医療法人和光会 前田病院 高松市東ハゼ町824番地 ０８７－８６５－７１１１

10 高松 医療法人財団博仁会 キナシ大林病院 高松市鬼無町藤井435番地1 ０８７－８８１－３６３１

11 高松 医療法人社団百石病院 高松市屋島西町1937番地1 ０８７－８４３－６１２１

12 高松 医療法人社団新進会 おさか脳神経外科病院 高松市三名町378番地1 ０８７－８８６－３３００

13 高松 医療法人社団讃陽堂松原病院 木田郡三木町大字池戸3232番地１ ０８７－８９８－０６２０

14 高松 医療法人社団仁樹会オサカ病院 高松市香川町浅野272番地 ０８７－８８９－０７０３

15 高松 医療法人社団和広会伊達病院 高松市観光町588番地8 ０８７－８３１－１７０１

16 高松 医療法人社団啓友会久米川病院 高松市新田町甲474番地3 ０８７－８４４－３１１１

17 高松 医療法人社団研宣会広瀬病院 高松市松縄町35番地3 ０８７－８６７－９９１１

18 高松 高松平和病院 高松市栗林町1丁目4番1号 ０８７－８３３－８１１３

19 高松 医療法人社団藤英会斉藤病院 高松市花園町1丁目6番8号 ０８７－８６２－３１５５

20 高松 医療法人社団 弘徳会 マオカ病院 高松市瓦町1丁目12番地45 ０８７－８６２－８８８８

21 高松 医療法人春風会樫村病院 木田郡三木町平木56-7 ０８７－８９８－１４３１

22 高松 医療法人社団三恵会木太三宅病院 高松市木太町3836番地7 ０８７－８６７－３１３１

23 高松 医療法人社団海部医院 高松市高松町2365番地 ０８７－８４３－３６６６

24 高松 医療法人社団高松脳神経外科・外科医院 高松市檀紙町1593番地1 ０８７－８８６－５５８８

25 高松 医療法人社団高畠医院 高松市木太町1986番地 ０８７－８６２－３４１０
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26 高松 医療法人社団温光会屋島整形外科医院 高松市高松町3009番地24 ０８７－８４３－２５２５

27 高松 医療法人社団藤井外科胃腸科・整形外科 高松市田村町1277 ０８７－８６７－１２２２

28 高松 医療法人社団渋谷整形外科医院 高松市牟礼町牟礼986番地1 ０８７－８４５－９３３９

29 高松 医療法人社団雙和会クワヤ病院 高松市塩屋町１番地４ ０８７－８５１－５２０８

30 高松 医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック 高松市三条町482番地1 ０８７－８６７－２２７０

31 高松 独立行政法人国立病院機構 高松医療センター 高松市新田町乙8番地 ０８７－８４１－２１４６

32 高松 財団法人三宅医学研究所附属三宅リハビリテーション病院 高松市天神前5番5号 ０８７－８３１－２１０１

33 高松 医療法人社団勝賀 かつが整形外科クリニック 高松市香西本町114-10 ０８７－８３２－８８７７

34 高松 医療法人社団少将井いがわ医院 高松市藤塚町1丁目11番1号 ０８７－８６１－４３０６

35 高松 医療法人社団有史会高畠病院 高松市国分寺町新名500番地1 ０８７－８７４－３１３１

計 35 施設

1 中讃 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 善通寺市仙遊町2丁目1番1号 ０８７７－６２－１０００

2 中讃 独立行政法人労働者健康福祉機構 香川労災病院 丸亀市城東町3丁目3番1号 ０８７７－２３－３１１１

3 中讃 坂出市立病院 坂出市寿町3丁目1番2号 ０８７７－４６－５１３１

4 中讃 香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院 綾歌郡綾川町滝宮486番地 ０８７－８７６－１１４５

5 中讃 社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院 坂出市室町3丁目5番28号 ０８７７－４６－１０１１

6 中讃 医療法人圭良会 永生病院 仲多度郡まんのう町買田221番地3 ０８７７－７３－３３００

7 中讃 医療法人社団赤心会 赤沢病院 坂出市府中町325番地 ０８７７－４８－３２００

8 中讃 坂出聖マルチン病院 坂出市谷町1丁目4番13号 ０８７７－４６－５１９５

9 中讃 医療法人社団 西山脳神経外科病院 坂出市加茂町593番地1 ０８７７－４８－３３６６

10 中讃 医療法人社団誠和会 中野外科・胃腸科医院 丸亀市土器町東3丁目617番地 ０８７７－２５－２５２５

11 中讃 医療法人社団たけお会 岩佐病院 仲多度郡琴平町榎井775番地 ０８７７－７３－３５３５

12 中讃 まるがめ医療センター 丸亀市津森町219番地 ０８７７－２３－５５５５

計 12 施設

1 三豊 三豊市立永康病院 三豊市詫間町詫間1298番地2 ０８７５－８３－３００１

2 三豊 三豊総合病院 観音寺市豊浜町姫浜708番地 ０８７５－５２－３３６６

3 三豊 医療法人寿愛会羽崎病院 観音寺市栄町3丁目4番1号 ０８７５－２５－３３８２

4 三豊 医療法人社団愛有会岩崎病院 三豊市詫間町松崎2780番地426 ０８７５－８３－６０１１

5 三豊 松井病院 観音寺市村黒町739番地 ０８７５－２３－２１１１

6 三豊 医療法人社団豊南会香川井下病院 観音寺市大野原町花稲818番地1 ０８７５－５２－２２１５

7 三豊 森川整形外科病院 三豊市高瀬町下勝間1623番地1 ０８７５－７２－５６６１

8 三豊 医療法人社団力正会小林整形外科医院 観音寺市柞田町甲606番地４ ０８７５－２５－７３１１

計 8 施設

合計 61 施設


