通電医療機関一覧（四国電力管内）
道府県

番号

施設名

住所

徳島県

1 麻野病院

徳島県名西郡石井町石井字石井２３１－１

徳島県

2 稲次整形外科病院

徳島県板野郡藍住町笠木字西野５０番地の１

徳島県

3 浦田病院

徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ１３

徳島県

4 小川病院

徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜７１６番地

徳島県

5 兼松病院

徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤５４番地

徳島県

6 川島病院

徳島県徳島市北佐古１番町１番３９号

徳島県

7 きたじま田岡病院

徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保３０番地１

徳島県

8 協立病院

徳島県徳島市八万町橋本９２－１

9 健康保険鳴門病院

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番１

徳島県
徳島県

10 田岡病院

徳島県徳島市万代町４丁目２－２

徳島県

11 手束病院

徳島県名西郡石井町石井字石井４３４

徳島県

12 徳島県立中央病院

徳島県徳島市蔵本町１－１０－３

徳島県

13 徳島市民病院

徳島県徳島市北常三島町２丁目３４番地

徳島県

14 徳島大学病院

徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地の１

徳島県

15 徳島健生病院

徳島県徳島市下助任町４丁目９番地

徳島県

16 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター

徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

徳島県

17 中洲八木病院

徳島県徳島市中州町１－３１

徳島県

18 松永病院

徳島県徳島市南庄町４丁目６３番地１

徳島県

19 水の都記念病院

徳島県徳島市北島田町１丁目４５番地２

徳島県

20 橘整形外科

徳島県徳島市寺島本町西２丁目３７番地の１

徳島県

21 中村整形

徳島県徳島市南二軒屋町１丁目１番１６号

徳島県

22 阿波病院

徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下１９０番地１

徳島県

23 麻植協同病院

徳島県吉野川市鴨島町鴨島２５２

徳島県

24 独立行政法人国立病院機構徳島病院

徳島県吉野川市鴨島町敷地１３５４番地

徳島県

25 美摩病院

徳島県吉野川市鴨島町上下島４９７

徳島県

26 阿部整形外科

徳島県吉野川市鴨島町上下島１０５番地

徳島県

27 阿南医師会中央病院

徳島県阿南市宝田町川原２

徳島県

28 阿南共栄病院

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６番地

徳島県

29 国民健康保険勝浦病院

徳島県勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国１３－２

徳島県

30 徳島赤十字病院

徳島県小松島市小松島町字井利ノ口１０３番地

徳島県

31 那賀町立上那賀病院

徳島県那賀郡那賀町小浜１３７番地の１

徳島県

32 原田病院

徳島県阿南市富岡町あ石１４－１

徳島県

33 海陽町国民健康保険海南病院

徳島県海部郡海陽町四方原字広谷１６－１

徳島県

34 徳島県立海部病院

徳島県海部郡牟岐町中村字本村７５－１

徳島県

35 美波町国民健康保険日和佐病院

徳島県海部郡美波町奥河内字井ノ上２０

徳島県

36 美波町国民健康保険由岐病院

徳島県海部郡美波町港町字西１番地

徳島県

37 つるぎ町立半田病院

徳島県美馬郡つるぎ町半田字中薮２３４－１

徳島県

38 ホウエツ病院

徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南１３０番地３

徳島県

39 徳島県立三好病院

徳島県三好市池田町シマ８１５－２

徳島県

40 三好市国民健康保険市立三野病院

徳島県三好市三野町芝生１２７０－３０

香川県

41 香川県立白鳥病院

香川県東かがわ市松原９６３

香川県

42 さぬき市民病院

香川県さぬき市寒川町石田東甲３８７－１

香川県

43 太田病院

香川県東かがわ市三本松１７５８

香川県

44 医療法人社団聖心会坂本病院

香川県東かがわ市川東１０３－１

香川県

45 国立療養所大島青松園

香川県高松市庵治町６０３４－１

香川県

46 独立行政法人国立病院機構 高松医療センター

香川県高松市新田町乙8

香川県

47 香川県立中央病院

香川県高松市番町5丁目４－１６

香川県

48 高松市民病院

香川県高松市宮脇町2丁目３６－１

香川県

49 高松市民病院塩江分院

香川県高松市塩江町安原上東９９－１
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番号

施設名

住所

香川県

50 高松赤十字病院

香川県高松市番町4丁目１－３

香川県

51 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院

香川県高松市多肥上町1331-1

香川県

52 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院

香川県高松市屋島西町１８５７－１

香川県

53 社会保険栗林病院

香川県高松市栗林町3丁目５－９

香川県

54 高松病院

香川県高松市天神前4-18

香川県

55 高松平和病院

香川県高松市栗林町1丁目４－１

香川県

56 国立大学法人 香川大学医学部附属病院

香川県木田郡三木町大字池戸１７５０－１

香川県

57 医療法人和光会前田病院

香川県高松市東ﾊｾﾞ町824

香川県

58 医療法人財団博仁会キナシ大林病院

香川県高松市鬼無町藤井435－１

香川県

59 医療法人社団三恵会木太三宅病院

香川県高松市木太町8区３８３６－７

香川県

60 医療法人社団新進会おさか脳神経外科病院

香川県高松市三名町378-1

香川県

61 医療法人社団研宣会広瀬病院

香川県高松市松縄町35-3

香川県

62 医療法人社団ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｹｰ五番丁病院

香川県高松市番町2丁目４－１６

香川県

63 財団法人三宅医学研究所附属三宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

香川県高松市天神前5-5

香川県

64 医療法人社団百石病院

香川県高松市屋島西町１９３７－１

香川県

65 医療法人社団讃陽堂松原病院

香川県木田郡三木町大字池辺３２３２－ 1

香川県

66 医療法人社団仁樹会オサカ病院

香川県高松市香川町浅野２７２

香川県

67 医療法人和広会伊達病院

香川県高松市観光町５８８－８

香川県

68 医療法人社団啓友会久米川病院

香川県高松市新田町甲４７４－３

香川県

69 医療法人社団藤英会斉藤病院

香川県高松市花園町１丁目６－８

香川県

70 医療法人社団弘徳会マオカ病院

香川県高松市瓦町１丁目１２番地４５

香川県

71 医療法人春風会樫村病院

香川県木田郡三木町平木５６－７

香川県

72 医療法人社団雙和会クワヤ病院

香川県高松市塩屋町１－４

香川県

73 医療法人社団大塚整形外科医院

香川県高松市中央町１－２８

香川県

74 医療法人社団海部医院

香川県高松市高松町２３６５

香川県

75 医療法人社団高松脳神経外科外科医院

香川県高松市檀紙町１５９３－１

香川県

76 医療法人社団太隆会タムラ整形外科医院

香川県高松市上天神町１３０－３

香川県

77 医療法人社団高畠医院

香川県高松市木太町１９８６

香川県

78 医療法人社団温光会屋島整形外科医院

香川県高松市高松町３００９－２４

香川県

79 医療法人社団藤井外科胃腸科

香川県高松市田村町１２７７

香川県

80 医療法人社団渋谷整形外科医院

香川県高松市牟礼町牟礼９８６－１

香川県

81 医療法人社団弘仁会三条整形外科スポーツクリニック

香川県高松市三条町４８２－１

香川県

82 医療法人勝賀かつが整形外科クリニック

香川県高松市香西本町１１４－１０

香川県

83 医療法人社団少将井いがわ医院

香川県高松市藤塚町１－１１－１

香川県

84 かがわ総合リハビリテーション病院

香川県高松市田村町１１１４番地

香川県

85 独立行政法人労働者健康福祉機構 香川労災病院

香川県丸亀市城東町3丁目３－１

香川県

86 香川県立丸亀病院

香川県丸亀市土器町東9丁目２９１

香川県

87 総合病院坂出市立病院

香川県坂出市文京町1丁目６－４３

香川県

88 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院

香川県坂出市室町3丁目5-28

香川県

89 独立行政法人国立病院機構 善通寺病院

香川県善通寺市仙遊町2丁目１－１

香川県

90 独立行政法人国立病院機構 香川小児病院

香川県善通寺市善通寺町２６０３

香川県

91 綾川町国民健康保険陶病院

香川県綾歌郡綾川町陶1720-1

香川県

92 香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院

香川県綾歌郡綾川町滝宮４８６

香川県

93 医療法人圭良会永生病院

香川県仲多度郡まんのう町買田２２１－３

香川県

94 医療法人社団赤心会赤沢病院

香川県坂出市府中町325

香川県

95 坂出聖マルチン病院

香川県坂出市谷町1丁目4-13

香川県

96 医療法人社団西山脳神経外科病院

香川県坂出市加茂町５９３番地１

香川県

97 医療法人社団たけお会岩佐病院

香川県仲多度郡琴平町榎井７７５

香川県

98 社会医療法人財団エム・アイ・ユー麻田総合病院

香川県丸亀市津森町219

香川県

99 医療法人社団誠和会中野外科・胃腸科医院

香川県丸亀市土器町東三丁目６１７
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香川県

100 三豊市立西香川病院

香川県三豊市高瀬町比地中2986-3

香川県

101 三豊市立永康病院

香川県三豊市詫間町詫間1298-2

香川県

102 三豊総合病院

香川県観音寺市豊浜町姫浜708

香川県

103 医療法人社団寿愛会羽崎病院

香川県観音寺市栄町３丁目４－１

香川県

104 医療法人社団豊南会香川井下病院

香川県観音寺市大野原町花稲８１８番地１

香川県

105 医療法人社団愛有会岩崎病院

香川県三豊市詫間町松崎2780－426

香川県

106 松井病院

香川県観音寺市村黒町７３９

香川県

107 森川整形外科病院

香川県三豊市高瀬町下勝間１６２３ー１

香川県

108 医療法人社団力正会小林整形外科医院

香川県観音寺市柞田町甲６０６－４

愛媛県

109 公立学校共済組合四国中央病院

愛媛県四国中央市川之江町２２３３

愛媛県

110 長谷川病院

愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１

愛媛県

111 医療法人綮愛会 石川病院

愛媛県四国中央市上分町７３２－１

愛媛県

112 公立学校共済組合三島医療センター

愛媛県四国中央市中之庄町１６８４番地の２

愛媛県

113 愛媛労災病院

愛媛県新居浜市南小松原町１３－２７

愛媛県

114 愛媛県立新居浜病院

愛媛県新居浜市本郷３－１－１

愛媛県

115 財団法人積善会 附属十全総合病院

愛媛県新居浜市北新町１－５

愛媛県

116 住友別子病院

愛媛県新居浜市王子町３－１

愛媛県

117 循環器科林病院

愛媛県新居浜市中西町６－４６

愛媛県

118 医療法人社団久和会 立花病院

愛媛県新居浜市喜光地町１－１３－２９

愛媛県

119 西条中央病院

愛媛県西条市朔日市８０４

愛媛県

120 社会医療法人社団更生会 村上記念病院

愛媛県西条市大町７３９

愛媛県

121 社会福祉法人恩賜財団済生会 西条病院

愛媛県西条市朔日市字榎ケ坪２６９番地１

愛媛県

122 西条市立周桑病院

愛媛県西条市壬生川１３１

愛媛県

123 横山病院

愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６

愛媛県

124 西条市民病院

愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１

愛媛県

125 今治市医師会市民病院

愛媛県今治市別宮町７－１－４０

愛媛県

126 白石病院

愛媛県今治市松本町１－５－９

愛媛県

127 今治第一病院

愛媛県今治市宮下町１―１―２１

愛媛県

128 三木病院

愛媛県今治市泉川町１―３―４５

愛媛県

129 放射線第一病院

愛媛県今治市北日吉町１－１０－５０

愛媛県

130 木原病院

愛媛県今治市別宮町３－７－８

愛媛県

131 瀬戸内海病院

愛媛県今治市北宝来町２－４－９

愛媛県

132 今治セントラル病院

愛媛県今治市松本町２―６―６

愛媛県

133 医療法人補天会光生病院

愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０

愛媛県

134 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

愛媛県今治市喜田村７丁目１番６号

愛媛県

135 愛媛県立今治病院

愛媛県今治市石井町４－５－５

愛媛県

136 広瀬病院

愛媛県今治市拝志１番２６号

愛媛県

137 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院

愛媛県今治市北日吉町１丁目７番４３号

愛媛県

138 片木脳神経外科

愛媛県今治市別名２７４

愛媛県

139 国立病院機構四国がんセンター

愛媛県松山市南梅本町甲１６０

愛媛県

140 松山赤十字病院

愛媛県松山市文京町１

愛媛県

141 総合病院 松山市民病院

愛媛県松山市大手町２－６－５

愛媛県

142 野本記念病院

愛媛県松山市三番町５－１２－１

愛媛県

143 奥島病院

愛媛県松山市道後町２－２－１

愛媛県

144 松山笠置記念 心臓血管病院

愛媛県松山市末広町１８－２

愛媛県

145 松山城東病院

愛媛県松山市松末２－１９－３６

愛媛県

146 浦屋病院

愛媛県松山市中一万町５－１０

愛媛県

147 南松山病院

愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０

愛媛県

148 愛媛県立中央病院

愛媛県松山市春日町８３

愛媛県

149 梶浦病院

愛媛県松山市三番町４―４―５
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愛媛県

150 愛媛生協病院

愛媛県松山市来住町１０９１－１

愛媛県

151 社会福祉法人恩賜財団済生会 松山病院

愛媛県松山市山西町８８０番地２

愛媛県

152 渡辺病院

愛媛県松山市空港通７丁目13-3

愛媛県

153 平成脳神経外科病院

愛媛県松山市北井門２丁目７番２８号

愛媛県

154 なかじま中央病院

愛媛県松山市中島大浦３０８１－１

愛媛県

155 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県東温市志津川

愛媛県

156 国立病院機構愛媛病院

愛媛県東温市横河原３６６番地

愛媛県

157 愛媛県立子ども療育センター

愛媛県東温市田窪2135番地

愛媛県

158 国民健康保険久万高原町立病院

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万町６５

愛媛県

159 西本医院

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２－６

愛媛県

160 大洲中央病院

愛媛県大洲市東大洲５

愛媛県

161 喜多医師会病院

愛媛県大洲市徳森字小鳥越２６３２－３

愛媛県

162 大洲記念病院

愛媛県大洲市徳森１５１２番地

愛媛県

163 市立大洲病院

愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０

愛媛県

164 神南診療所

愛媛県大洲市新谷乙１１８６－１

愛媛県

165 市立八幡浜総合病院

愛媛県八幡浜市大字大平１－６３８

愛媛県

166 西予市立宇和病院

愛媛県西予市宇和町卯之町１－２４６－１

愛媛県

167 西予市立野村病院

愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

愛媛県

168 加戸病院

愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地

愛媛県

169 市立宇和島病院

愛媛県宇和島市御殿町１－１

愛媛県

170 宇和島社会保険病院

愛媛県宇和島市賀古町２－１－３７

愛媛県

171 宇和島市立吉田病院

愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７番地

愛媛県

172 宇和島市立津島病院

愛媛県宇和島市津島町高田丙１５番地

愛媛県

173 鬼北町立北宇和病院

愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永４４５番地１

愛媛県

174 愛媛県立南宇和病院

愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番地第１

愛媛県

175 愛南町国保一本松病院

南宇和郡愛南町一本松５０５６番地２

高知県

176 室戸病院

室戸市元甲435-6

高知県

177 田野病院

安芸郡田野町1414-1

高知県

178 森澤病院

安芸市本町2-13-32

高知県

179 高知県立あき総合病院

安芸市宝永町1-32

高知県

180 新松田会愛宕病院

高知市愛宕町1-4-13

高知県

181 いずみの病院

高知市薊野北町2-10-53

高知県

182 国吉病院

高知市上町1-3-4

高知県

183 北島病院

高岡郡越知町越知甲1662

高知県

184 高知整形・脳外科病院

高知市上町5-6-41

高知県

185 高知生協病院

高知市口細山206-9

高知県

186 高知脳神経外科病院

高知市朝倉戊767-5

高知県

187 清和病院

高岡郡佐川町乙1777

高知県

188 田中整形外科病院

高知市上町3-2-6

高知県

189 近森病院

高知市大川筋1-1-16

高知県

190 図南病院

高知市知寄町1-5-15

高知県

191 南国厚生病院

南国市立田1180

高知県

192 南国中央病院

南国市後免町3-1-27

高知県

193 野市中央病院

香南市野市町東野555-18

高知県

194 平田病院

高知市本町5-4-23

高知県

195 細木病院

高知市大膳町37

高知県

196 前田病院

高岡郡越知町越知甲2133

高知県

197 もみのき病院

高知市塚ノ原6-1

高知県

198 山崎外科整形外科病院

高岡郡越知町越知甲2107-1

高知県

199 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

高知市池2125-1
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高知県

200 高知赤十字病院

高知市新本町2-13-51

高知県

201 高知大学医学部附属病院

南国市岡豊町小蓮185-1

高知県

202 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知市朝倉西町1-2-25

高知県

203 厚生年金高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

高知市神田317-12

高知県

204 佐川町立高北国民健康保険病院

高岡郡佐川町甲1687

高知県

205 ＪＡ高知病院

南国市明見字中野526-1

高知県

206 土佐市立土佐市民病院

土佐市高岡町甲1867

高知県

207 本山町立国民健康保険嶺北中央病院

長岡郡本山町本山620

高知県

208 いの町立国民健康保険仁淀病院

吾川郡いの町1369

高知県

209 内田脳神経外科

高知市塚ノ原37

高知県

210 川村整形外科

高知市曙町1-19-1

高知県

211 前田メディカルクリニック

香美市香北町美良布1516-3

高知県

212 くぼかわ病院

高岡郡四万十町見付902-1

高知県

213 須崎くろしお病院

須崎市緑町4-30

高知県

214 梼原町立国民健康保険梼原病院

高岡郡梼原町川西路2320-1

高知県

215 大西病院

高岡郡四万十町古市町6-12

高知県

216 高陵病院

須崎市横町1-28

高知県

217 医療法人聖真会渭南病院

土佐清水市越前町6-1

高知県

218 大月町国民健康保険大月病院

幡多郡大月町鉾土603

高知県

219 高知県立幡多けんみん病院

宿毛市山奈町芳奈3-1

高知県

220 医療法人長生会大井田病院

宿毛市中央8-3-6

高知県

221 医療法人和光会木俵病院

四万十市中村一条通3-3-25

高知県

222 竹本病院

四万十市右山1973-2

高知県

223 筒井病院

宿毛市平田町戸内1802

高知県

224 医療法人島津会幡多病院

四万十市右山天神10-12

高知県

225 医療法人祥星会聖ケ丘病院

宿毛市押ノ川1196

高知県

226 松谷病院

土佐清水市天神町14-18

高知県

227 森下病院

四万十市中村一条通2-44

高知県

228 四万十市国民健康保険四万十市立市民病院

四万十市中村東町1-1-27

合計

228施設
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