
市町村 医療機関名 所在地 電話番号

高知市 福田心臓・消化器内科 高知市東秦泉寺６７－１ 088-822-1122

高知市 よりみつ内科消化器内科 高知市三園町２２７ 088-824-3955

高知市 岡村病院 高知市入明町１－５ 088-822-5155

高知市 木村病院 高知市寿町８－８ 088-822-7231

高知市 さいわい町幸せクリニック 高知市幸町６－１ 088-873-5503

高知市 吉川内科消化器科 高知市伊勢崎町１０－１１ 088-871-3355

高知市 小谷放射線科・内科 高知市吉田町２－８ 088-873-6111

高知市 愛宕病院 高知市愛宕町１丁目１－１３ 088-823-3301

高知市 依光内科クリニック 高知市愛宕町１丁目２－２２ 088-826-7050

高知市 瀬戸内科 高知市愛宕町２丁目２２－３ 088-873-1794

高知市 福井小児科・内科・循環器科 高知市愛宕町３丁目１２－３ 088-824-6556

高知市 高橋病院 高知市愛宕町３丁目９－２０ 088-822-1616

高知市 高知病院 高知市相生町１－３５ 088-883-3211

高知市 クリニック地球３３番地 高知市北本町４丁目４－６１ 088-880-0733

高知市 純クリニック 高知市栄田町１丁目２－１６ 088-822-8171

高知市 みなみの風診療所 高知市栄田町３丁目７番１号 088-826-3730

高知市 島津病院 高知市比島町４丁目６－２２ 088-823-2285

高知市 うえたクリニック 高知市高埇１３－１４ 088-885-0038

高知市 高知中央クリニック 高知市杉井流14番15号 088-802-7007

高知市 たかさきクリニック胃腸科・内科 高知市杉井流２－３２ 088-885-6200

高知市 レディスクリニックコスモス 高知市杉井流６－２７ 088-861-6700

高知市 新本町クリニック 高知市北金田１１－２２ソフィアビル５F 088-856-7511

高知市 お日さまクリニック 高知市南川添23番7号 088-855-7233

高知市 亀井クリニック 高知市札場１８－２２ 088-885-5533

高知市 秋沢内科 高知市東雲町８－４７ 088-882-3770

高知市 つつみ内科　胃腸クリニック 高知市知寄町１丁目６ー３４ 088-821-7321

高知市 毛山病院 高知市知寄町１丁目２－２ 088-883-0515

高知市 図南病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 088-882-3126

高知市 土佐田村病院 高知市稲荷町１１番２０号 088-883-3544

高知市 田村内科整形外科病院 高知市二葉町１０－１０ 088-883-1777

高知市 久病院 高知市桜井町１丁目２－３５ 088-883-6264

高知市 寺尾内科クリニック 高知市はりまや町１丁目５－３３土電ビル４Ｆ 088-884-8880

高知市 谷岡内科小児科 高知市はりまや町３丁目２１－１７ 088-882-6811

高知市 高知記念病院 高知市城見町４－１３ 088-883-4377

高知市 だいいちリハビリテーション病院 高知市九反田２－１４ 088-882-0811

高知市 下村病院 高知市南はりまや町1-7－15 088-882-7161

高知市 帯屋町ハートクリニック 高知市帯屋町２丁目２番９号帯屋町CENTRO２F 088-875-4976

高知市 島本病院 高知市帯屋町2丁目6-3 088-873-6131

高知市 Dｒ．オヤマ診療所 高知市追手筋１－９－２２　高知メディカルプラザ４F 088-826-6551

高知市 植田医院 高知市廿代町１－８ 088-823-8814

高知市 出原診療所 高知市永国寺町６番２号 088-825-3211

高知市 中ノ橋病院 高知市永国寺町１－４６ 088-872-4069

高知市 浅井内科 高知市升形8-2 088-872-2013

高知市 富田小児科 高知市升形２－１ 088-822-6211

高知市 県庁前クリニック 高知市升形４－３ 088-823-6651

高知市 田村産婦人科 高知市鷹匠町１丁目１－１０ 088-823-1110

高知市 竹下病院 高知市与力町３－８ 088-822-2371

高知市 下司病院 高知市本町３丁目５番１３号 088-823-3257

高知市 高新ビル診療所 高知市本町３丁目２－１５　５Ｆ 088-825-4096

高知市 南病院 高知市本町３丁目６－２８ 088-822-0505

高知市 谷田内科クリニック 高知市本町４丁目１－５２　本町ＭＬプラザ１階 088-854-7050

高知市 国見産婦人科 高知市本町４丁目２－３０ 088-822-5954

高知市 浜田循環器内科 高知市本町５丁目２－１６ 088-823-8170

高知市 上町病院 高知市上町１丁目７－３４ 088-823-3271

高知市 国吉病院 高知市上町１丁目３－４ 088-875-0231

高知市 クリニックグリーンハウス 高知市上町１丁目７－１ 088-871-1711

高知市 見元クリニック 高知市西町４２番地 088-855-8123

高知市 山村病院 高知市下島１１ 088-872-5038



市町村 医療機関名 所在地 電話番号

高知市 横田クリニック 高知市旭駅前町5 088-824-3122

高知市 山下脳神経外科 高知市南元町３－１３ 088-825-2060

高知市 高知医療生活協同組合旭診療所 高知市旭上町３２ 088-844-0809

高知市 内田脳神経外科 高知市塚ノ原３７ 088-843-1002

高知市 もみのき病院 高知市塚ノ原６－１ 088-840-2222

高知市 高知生協病院 高知市口細山２０６－９ 088-840-0123

高知市 松岡クリニック 高知市横内４５４ 088-844-7117

高知市 くすのせクリニック 高知市福井町８１１－１ 088-872-2121

高知市 川上小児科クリニック 高知市福井扇町１１８０－１ 088-875-1800

高知市 内田産婦人科 高知市南久万３９－２ 088-873-0010

高知市 潮江高橋病院 高知市土居町９－１８ 088-833-2700

高知市 ふたばクリニック 高知市役知町１５－７ 088-831-9050

高知市 ふないキッズクリニック 高知市北新田町９－１０ 088-832-2271

高知市 ながの内科クリニック 高知市新田町１４－３１ 088-837-1233

高知市 大川内科 高知市萩町１丁目６－５２ 088-855-7717

高知市 横田胃腸科内科 高知市潮新町１丁目１６－１０ 088-833-0237

高知市 はまだ小児科 高知市桟橋通１丁目１３－６ 088-805-0855

高知市 絹川医院 高知市桟橋通１丁目７－17 088-833-5222

高知市 島崎クリニック 高知市桟橋通２－１２－５ 088-833-3344

高知市 梅ノ辻クリニック 高知市梅ノ辻８－７ 088-833-4580

高知市 ちかぞえ小児科 高知市百石町3-2-5 088-832-2626

高知市 にしの内科クリニック循環器・心臓内科 高知市百石町２－２９－１６ 088-855-5524

高知市 市川医院 高知市百石町３丁目８－２０ 088-832-2367

高知市 小林レディスクリニック 高知市竹島町１３－１　３Ｆ 088-805-1777

高知市 塩見クリニック 高知市六泉寺町８７－５ 088-805-0002

高知市 玉木内科小児科クリニック 高知市高見町１８９-１ 088-834-2800

高知市 高知医療生活協同組合潮江診療所 高知市高見町３６３ 088-833-9511

高知市 石立クリニック 高知市石立町９６－５ 088-831-6661

高知市 高知西病院 高知市神田３１７－１２ 088-843-8222

高知市 トカゲ堂医院 高知市神田４０８番地１ 088-856-7971

高知市 岡林病院 高知市神田５９８ 088-832-8821

高知市 おがわハートクリニック 高知市神田８４０－１ 088-805-0810

高知市 かもだの診療所 高知市鴨部２-１-１６ 088-843-3215

高知市 藤井クリニック 高知市朝倉乙９８８ 088-844-7070

高知市 朝倉病院 高知市朝倉丙１６５３－１２ 088-844-2701

高知市 高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊７６７－５ 088-840-3535

高知市 たむら内科クリニック 高知市曙町１丁目１－２０ 088-850-0008

高知市 川村整形外科 高知市曙町１丁目１９－１ 088-843-5252

高知市 山﨑内科・泌尿器科 高知市朝倉横町１０－４５ 088-844-3688

高知市 高知ファミリークリニック 高知市朝倉横町２３番７－１０号 088-844-3339

高知市 宮上内科 高知市朝倉東町５１番１号 088-840-2121

高知市 独立行政法人国立病院機構高知病院 高知市朝倉西町１-２-２５ 088-844-3111

高知市 うぐるす内科クリニック 高知市鵜来巣１１番３８ー１０ 088-840-4976

高知市 こどもクリニックケロちゃん 高知市鵜来巣１１番３８ー１０ 088-850-0415

高知市 にこにこレディースクリニック 高知市大谷公園町１６番３０号 088-840-2525

高知市 高知県総合保健協会 高知市桟橋通６－７－４３ 088-833-4649

高知市 細木病院 高知市大膳町３７ 088-822-7211

高知市 地方職員共済組合高知診療所 高知市丸ノ内１-２-２０ 088-823-9775

高知市 川村病院 高知市上町５丁目６－２０ 088-823-7433

高知市 きんろう病院 高知市薊野北町３丁目２番２８号 088-845-8711

高知市 いずみの病院 高知市薊野北町２丁目１０－５３ 088-826-5511

高知市 岩﨑胃腸科内科 高知市薊野東町９－３２ 088-846-7171

高知市 まなべ小児科・循環器科クリニック 高知市薊野西町３－８－１１ 088-846-5526

高知市 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター高知市池２１２５－１ 088-837-3000

高知市 誠内科 高知市仁井田４３５０－２ 088-847-6000

高知市 坂井内科小児科 高知市十津３丁目６－２８ 088-847-5511

高知市 依岡内科 高知市横浜新町３丁目１１６ 088-841-1170

高知市 横浜ニュ－タウン内科 高知市横浜新町４丁目２３１５ 088-841-5001



市町村 医療機関名 所在地 電話番号

高知市 横浜病院 高知市横浜東町１０番１号 088-842-7100

高知市 内科・小児科つむぎ診療所 高知市瀬戸1－2－58 088-802-6688

高知市 塩見整形外科 高知市瀬戸南町１丁目２－３０ 088-842-2256

高知市 梅原産科婦人科 高知市瀬戸南町２丁目１－１０ 088-842-0700

高知市 クリニックひろと 高知市長浜４８２３ 088-841-2327

高知市 永井病院 高知市春野町西分２０２７－３ 088-894-6611

高知市 リハビリテーション病院すこやかな杜 高知市春野町芳原１３１６－１ 088-837-2345

高知市 みなみが丘ポラリスクリニック 高知市春野町南ヶ丘１－４－１ 088-841-3880

高知市 春野うららかクリニック 高知市春野町南ヶ丘７丁目１６ 088-848-0086

高知市 はるの森澤クリニック 高知市春野町東諸木３１６３ 088-841-0188

高知市 医療法人山村会山村診療所 高知市鏡今井１２６ 088-896-2234

高知市 高知市土佐山へき地診療所 高知市土佐山桑尾１８４２－２ 088-895-2636

高知市 こうちクリニック胃腸科内科 高知市大津甲５５３番地２ 088-866-0006

高知市 青山整形外科 高知市大津乙１８７７－４ 088-866-5366

高知市 つねまつ内科 高知市大津乙１０４１－４ 088-866-5055

高知市 高知高須病院 高知市大津乙２７０５－１ 088-878-3377

高知市 けら小児科アレルギー科 高知市介良３５２－１ 088-860-1350

高知市 潮見台診療所 高知市潮見台３－１３１ 088-860-1593

高知市 高須どい産婦人科 高知市高須２丁目１８－１７ 088-882-1228

高知市 きたじま内科クリニック 高知市高須２丁目５－２２ 088-878-1300

高知市 はまだ産婦人科 高知市高須３丁目１－２８ 088-882-0777

高知市 みなみ在宅クリニック 高知市葛島３丁目５－１６ 088-880-0373

高知市 福森内科クリニック 高知市葛島2丁目3－21 088-884-3161

高知市 高知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０ 088-882-6205

高知市 こうせいこどもクリニック 高知市葛島２－６－３０ 088-861-0753

高知市 青木脳神経外科形成外科 高知市高須新町１丁目６－２６ 088-885-3600

高知市 一宮きずなクリニック 高知市一宮東町5丁目5番13号 088-846-2221

高知市 浅井産婦人科・内科 高知市一宮東町１丁目７－７ 088-846-3131

高知市 ふくだ整形外科クリニック 高知市一宮南町1丁目15番13号 088-856-5150

高知市 三愛病院 高知市一宮西町１丁目７－２５ 088-845-5291

高知市 坂本医院 高知市朝倉南町４番２５号 088-843-8801

室戸市 松本医院 室戸市吉良川町甲２２６３ 0887-25-3455

室戸市 室戸中央病院 室戸市室津２２７３番地 0887-23-3311

室戸市 むろとぴあ医院 室戸市浮津６０－１ 0887-23-3993

室戸市 佐喜浜診療所 室戸市佐喜浜町１６４１－１ 0887-27-2841

安芸市 森澤病院 安芸市本町２丁目１３－３２ 0887-34-1155

安芸市 つつい脳神経外科 安芸市本町２丁目２－１ 0887-34-0221

安芸市 尾木医院 安芸市本町３丁目１０－３０ 0887-34-3155

安芸市 津田クリニック 安芸市庄ノ芝町９－３４ 0887-34-1195

安芸市 高知県立あき総合病院 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111

安芸市 まつうら内科消化器科 安芸市土居１９４９－１ 0887-35-8127

安芸市 安芸クリニック 安芸市土居１９７６－４ 0887-35-3575

南国市 いちはら内科小児科 南国市大埇甲１７７５－１ 088-863-3915

南国市 山本循環器内科・眼科 南国市駅前町３－１－４１ 088-864-2575

南国市 川本内科クリニック 南国市駅前町３－２－２４ 088-864-2543

南国市 南国病院 南国市大埇甲1479番地３ 088-864-3137

南国市 吉本皮膚科 南国市大埇甲１６９８－１ 088-864-2465

南国市 高田内科 南国市大埇乙１２５３－８ 088-863-3925

南国市 藤原病院 南国市大埇乙９９５番地 088-863-1212

南国市 田村こどもクリニック 南国市篠原１４５９－１ 088-863-0723

南国市 南国いのうえクリニック 南国市篠原１８８７－２ 088-855-8001

南国市 きび診療所 南国市明見字五台山分８００番 088-804-6500

南国市 にしかわクリニック 南国市後免町１丁目８－１ 088-855-7676

南国市 南国中央病院 南国市後免町３丁目１-２７ 088-864-0001

南国市 川田内科 南国市後免町４丁目２番７号 088-864-2501

南国市 北村病院 南国市東崎１３３６ 088-864-2101

南国市 領石蛍が丘クリニック 南国市領石１６－１ 088-862-1123

南国市 小栗医院 南国市十市２７０２－４ 088-865-8405



市町村 医療機関名 所在地 電話番号

南国市 たかはし内科小児科 南国市緑ケ丘２－１７１５ 088-865-5680

南国市 あけぼのクリニック 南国市田村乙１９９２－１ 088-878-6611

南国市 ＪＡ高知病院 南国市明見字中野５２６－１ 088-863-2181

土佐市 土佐市立土佐市民病院 土佐市高岡町甲１８６７ 088-852-2151

土佐市 橋本外科胃腸科内科 土佐市高岡町甲７５０－１ 088-852-5522

土佐市 松岡内科 土佐市高岡町甲２１５８－２ 088-852-4403

土佐市 石黒小児科 土佐市高岡町丙４６－１ 088-852-0100

土佐市 杏クリニック 土佐市高岡町丙６４－１ 088-856-6300

土佐市 ひろせ整形外科リハビリテーションクリニック 土佐市蓮池１００４－１ 088-828-5052

土佐市 伊与木クリニック 土佐市蓮池１２２７－５ 088-828-5222

土佐市 江渕診療所 土佐市家俊１１７９ 088-855-0113

土佐市 岸本内科 土佐市宇佐町宇佐１７３８ 088-856-0134

須崎市 高知医療生活協同組合すさき診療所 須崎市東古市町３－４ 0889-40-0566

須崎市 ネオリゾートちひろ病院 須崎市中町１丁目６番２５号 0889-42-2530

須崎市 菅野医院 須崎市西糺町１ 0889-43-1616

須崎市 高陵病院 須崎市横町１番28号 0889-42-2485

須崎市 須崎医療クリニック 須崎市多ノ郷甲５７４８－１ 0889-43-1001

須崎市 須崎くろしお病院 須崎市緑町４－３０ 0889-43-2121

須崎市 もりはた小児科 須崎市緑町９０ 0889-43-2211

宿毛市 高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈３－１ 0880-34-0372

宿毛市 大井田病院 宿毛市中央８丁目３番６号 0880-63-2101

宿毛市 田村内科クリニック 宿毛市宿毛５３６１－７ 0880-63-1668

宿毛市 聖ヶ丘病院 宿毛市押ノ川1196番地 0880-63-2146

宿毛市 宿毛市立沖の島へき地診療所 宿毛市沖の島町母島1005 0880-69-1330

宿毛市 宿毛市立沖の島へき地診療所弘瀬出張所 宿毛市沖の島町弘瀬344 0880-69-1331

宿毛市 川村内科クリニック 宿毛市平田町戸内１２５６ 0880-66-2911

宿毛市 筒井病院 宿毛市平田町戸内１８０２ 0880-66-0013

宿毛市 高知県総合保健協会幡多検診センター 宿毛市山奈町芳奈３－９ 0880-66-2800

土佐清水市足摺病院 土佐清水市旭町18番71号 0880-82-1275

土佐清水市松谷病院 土佐清水市天神町14-18 0880-82-0001

土佐清水市あしずり岬診療所 土佐清水市天神町１－２６ 0880-87-9100

土佐清水市かずクリニック 土佐清水市本町１０－３ 0880-83-0020

土佐清水市渭南病院 土佐清水市越前町６番１号 0880-82-1151

四万十市 菊地産婦人科医院 四万十市中村桜町１９ 0880-34-3351

四万十市 さくらクリニック 四万十市古津賀４－６３ 0880-35-2555

四万十市 小原外科肛門科胃腸科 四万十市右山元町３丁目３番１５号 0880-35-0108

四万十市 竹本病院 四万十市右山1973番地2 0880-35-4151

四万十市 四万十診療所 四万十市具同２８８２番地１ 0880-37-6920

四万十市 四万十市立市民病院 四万十市中村東町１-１-２７ 0880-34-2126

四万十市 森下病院 四万十市中村一条通２丁目４４ 0880-34-2030

四万十市 木俵病院 四万十市中村一条通３丁目３－２５ 0880-34-1211

四万十市 中村病院 四万十市中村小姓町７５ 0880-34-3177

四万十市 吉井病院 四万十市中村大橋通６丁目７－５ 0880-34-5005

四万十市 中村クリニック 四万十市中村大橋通７－１－１０ 0880-34-5100

四万十市 大野内科 四万十市渡川１丁目１－３ 0880-37-5281

四万十市 四万十市国民健康保険西土佐診療所 四万十市西土佐用井１１１０－２８ 0880-52-1011

香南市 鈴木内科 香南市野市町みどり野１－６４ 0887-55-3030

香南市 近森医院 香南市野市町東野字４４６－３ 0887-54-2235

香南市 西山内科 香南市野市町西野５１－１ 0887-56-3800

香南市 おひさまこどもクリニック 香南市野市町西野６５１－１ 0887-57-8880

香南市 藤川クリニック 香南市野市町西野2192-2 0887-56-2211

香南市 疋田内科 香南市野市町西野２６３６－６ 0887-56-2002

香南市 北村産婦人科 香南市野市町西野551-3 0887-56-1013

香南市 さとう循環器消化器科 香南市野市町西野５８７－１５ 0887-57-5311

香南市 もえぎクリニック 香南市赤岡町２０６６－３ 0887-57-3050

香南市 山北内科リハビリクリニック 香南市香我美町山北１３０４－１ 0887-54-2220

香南市 寺田内科 香南市夜須町坪井２３－１ 0887-55-5100

香南市 夜須診療所 香南市夜須町手結２９８－３０ 0887-54-2250



市町村 医療機関名 所在地 電話番号

香美市 びらふ診療所 香美市香北町美良布１３１７番地 0887-57-3456

香美市 前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布516-3 0887-57-3811

香美市 香美市立大栃診療所 香美市物部町大栃８９８－１ 0887-58-2410

香美市 佐野内科リハビリテーションクリニック 香美市土佐山田町東本町３－２－４１ 0887-53-3031

香美市 同仁病院 香美市土佐山田町百石町２－５－２０ 0887-53-3155

香美市 小松内科 香美市土佐山田町百石町１－７－８ 0887-52-1151

香美市 さくら香美クリニック 香美市土佐山田町117-13 0887-53-2255

香美市 村上内科循環器科 香美市土佐山田町２２８９－６ 0887-52-0111

香美市 楠瀬医院 香美市土佐山田町楠目１００ 0887-53-4922

香美市 安岡クリニック 香美市土佐山田町楠目１６３ 0887-52-5626

奈半利町 宮田内科 安芸郡奈半利町乙２６７－１ 0887-38-4545

田野町 田野病院 安芸郡田野町１４１４－１ 0887-38-7111

田野町 中芸クリニック 安芸郡田野町２１４５ 0887-38-8111

安田町 和田医院 安芸郡安田町安田１７５０ 0887-38-6908

馬路村 馬路診療所 安芸郡馬路村大字馬路４０５－１ 0887-44-2010

馬路村 魚梁瀬診療所 安芸郡馬路村大字魚梁瀬１０－１１ 0887-43-2114

芸西村 芸西病院 安芸郡芸西村和食甲４２６８ 0887-33-3833

芸西村 芸西オルソクリニック 安芸郡芸西村和食甲１４９５－１ 0887-33-3503

本山町 本山町立汗見川へき地診療所 長岡郡本山町沢ヶ内５２４－１ 0889-32-1125

本山町 本山町立国保嶺北中央病院 長岡郡本山町本山６２０ 0887-76-2450

大豊町 高橋医院 長岡郡大豊町大滝４９８ 0887-74-0214

大豊町 大田口医院 長岡郡大豊町船戸６０－２ 0887-73-0333

大豊町 大杉中央病院 長岡郡大豊町中村大王1497－１ 0887-72-1003

土佐町 早明浦病院 土佐郡土佐町田井１３７２ 0887-82-0456

土佐町 田井病院 土佐郡土佐町田井１４５７ 0887-82-0005

大川村 大川村国保小松診療所 土佐郡大川村小松７８-５ 0887-84-2335

いの町 とんぼクリニック 吾川郡いの町２０５サニーアクシスいの２Ｆ 088-879-0222

いの町 高岡内科 吾川郡いの町新町８６ 088-892-0296

いの町 いの病院 吾川郡いの町３８６４－１ 088-893-0047

いの町 山内内科 吾川郡いの町枝川２４７－１１ 088-893-3111

いの町 天王診療所 吾川郡いの町天王北３丁目４－１ 088-891-6678

いの町 さくら病院 吾川郡いの町鹿敷１６２ 088-893-5111

いの町 柳瀬診療所 吾川郡いの町柳瀬本村８９２ 088-897-0311

いの町 高岩診療所 吾川郡いの町下八川甲３５０番地１ 088-867-2518

いの町 いの町立国民健康保険長沢診療所 吾川郡いの町長沢２５４－３ 088-869-2211

仁淀川町 仁淀川町国民健康保険大崎診療所 吾川郡仁淀川町大崎３００ 0889-35-0211

仁淀川町 安部病院 吾川郡仁淀川町岩丸１０２番地 0889-34-2011

仁淀川町 西村医院 吾川郡仁淀川町森２５７７－３ 0889-32-1125

中土佐町 なかとさ病院 高岡郡中土佐町久礼6614 0889-52-2040

中土佐町 クリニック土佐久礼 高岡郡中土佐町久礼６７２８－１ 0889-52-2800

中土佐町 上ノ加江クリニック 高岡郡中土佐町上ノ加江２７７-１０ 0889-40-2200

中土佐町 中土佐町立大野見診療所 高岡郡中土佐町大野見吉野２３４番地 0889-57-2127

佐川町 くぼたこどもクリニック 高岡郡佐川町甲１０５０－５ 0889-22-0666

佐川町 佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲１６８７ 0889-22-1166

佐川町 清和病院 高岡郡佐川町乙１７７７番地 0889-22-0300

佐川町 西森医院 高岡郡佐川町中組４９－４ 0889-22-0351

越知町 山﨑病院 高岡郡越知町越知甲2041－３ 0889-26-1123

越知町 北島病院 高岡郡越知町越知甲１６６２ 0889-26-0432

越知町 岡本内科 高岡郡越知町越知甲１６７８ 0889-26-1121

越知町 山﨑外科整形外科病院 高岡郡越知町越知甲２１０７－１ 0889-26-1136

越知町 前田病院 高岡郡越知町越知甲２１３３ 0889-26-1175

越知町 岡本内科 高岡郡越知町越知甲1678番地 0889-26-1121

檮原町 梼原病院 高岡群梼原町川西路2320-1 0889-65-1151

日高村 日高クリニック 高岡郡日高村本郷字瀧ノ前７ 0889-24-7785

津野町 津野町国保姫野々診療所 高岡郡津野町姫野々473-1 0889-55-2001

津野町 津野町国保杉ノ川診療所 高岡郡津野町杉の川甲38-3 0889-56-3333

四万十町 くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付９０２－１ 0880-22-1111

四万十町 武田医院 高岡郡四万十町本町４－８ 0880-22-0031

四万十町 大西病院 高岡郡四万十町古市町６－１２ 0880-22-1191

四万十町 石川ヘルスクリニック 高岡郡四万十町榊山町７－２３ 0880-22-0002

四万十町 ファミリークリニック四万十 高岡郡四万十町北琴平町２－３７ 0880-22-1295
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四万十町 高橋内科・呼吸器科・消化器科 高岡郡四万十町東大奈路４８７－５ 0880-22-1414

四万十町 土居診療所 高岡郡四万十町本堂４０１－８ 0880-24-1234

四万十町 四万十町国民健康保険大正診療所 高岡郡四万十町大正４５９－１ 0880-27-0210

四万十町 四万十町国民健康保険十和診療所 高岡郡四万十町昭和468 0880-28-5523

大月町 大月町国民健康保険大月病院 幡多郡大月町大字鉾土６０３ 0880-73-1300

三原村 三原村国民健康保険診療所 幡多郡三原村来栖野４７９ 0880-46-2011

黒潮町 黒潮町国保拳ノ川診療所 幡多郡黒潮町拳ノ川31番地1 0880-55-7111

黒潮町 黒潮町国保鈴出張診療所 幡多郡黒潮町鈴３１７－３ なし

黒潮町 黒潮町国保伊与喜出張診療所 幡多郡黒潮町伊与喜２５－１ 0880-55-2037

黒潮町 佐賀診療所 幡多郡黒潮町佐賀746-1 0880-55-2037


