
区分 医療機関名 圏域 住所 電話 医療相談相談相談相談窓口 医療連携連携連携連携窓口
（病） 医療法人臼井会田野病院 安芸 安芸郡田野町１４１４－１ 0887-38-7111 医療相談室 地域連携室
（診） 医療法人尚腎会高知高須病院附属安芸診療所 安芸 安芸市港町２－６３５ 0887-34-3848 MSW 医療相談室
（病） 高知県立あき総合病院 安芸 安芸市宝永町１－３２ 0887-34-3111 経営企画課　医療相談 地域連携室　退院調整
（診） 松本医院 安芸 室戸市吉良川町甲２２６３ 0887-25-3455 医師 医師、婦長
（診） 医療法人陽晃会天王診療所 中央 吾川郡いの町天王北３－４－１ 088-891-6678 看護師兼ケアマネ ―
（診） 医療法人茂志会寺田内科 中央 香南市夜須町坪井２３－１ 0887-55-5100 事務or看護職 ―
（病） 医療法人　公世会　野市中央病院 中央 香南市野市町東野５５５－１８ 0887-55-1101 医療相談室 医療相談室
（病） 医療法人誠志会香北病院 中央 香美市香北町美良布１０６４－９ 0887-59-2251 医療相談室 医療相談室
（病） 医療法人同仁会同仁病院 中央 香美市土佐山田町百石町２－５－２０ 0887-53-3155 医療相談室 医療相談室
（病） 佐川町立高北国民健康保険病院 中央 高岡郡佐川町甲１６８７ 0889-22-1166 地域医療部 地域医療部
（病） 新松田会愛宕病院 中央 高知市愛宕町１丁目４番１３号 088-823-3301 地域医療連携室 地域医療連携室
（病） 医療法人高橋会高知いちょう病院 中央 高知市井口町１１ 088-875-8105 医療連携相談室 医療連携相談室
（病） 高知総合リハビリテーション病院 中央 高知市一宮南町１－１０－１５ 088-845-1641 医療相談室 医療相談室
（病） 横浜病院 中央 高知市横浜東町１０番１号 088-842-7100 地域医療室 地域医療室
（病） 高知厚生病院 中央 高知市葛島１－９－５０ 088-882-6205 地域医療連携室・緩和ケア支援室 地域医療連携室・緩和ケア支援室
（診） かもだの診療所 中央 高知市鴨部２丁目１－１６ 088-843-3215 ― ○
（診） ネクストホームクリニック 中央 高知市九反田３－１７ 088-883-3121 看護部 看護部
（診） 柳澤外科 中央 高知市桜井町１－２－１６ 088-822-3151 事務 ―
（病） 医療法人木村会木村病院 中央 高知市寿町８－８ 088-822-7231 看護部 看護部
（病） 国吉病院 中央 高知市上町１丁目３－４ 088-875-0231 医療福祉相談室 医療福祉相談室
（病） 川村病院 中央 高知市上町５－６－２０ 088-823-7433 医療連携・相談室 医療連携・相談室
（病） 高知赤十字病院 中央 高知市新本町２－１３－５１ 088-822-1201 医療社会事業課 医療社会事業課
（病） 厚生年金高知リハビリテーション病院 中央 高知市神田３１７－１２ 088-843-1501 地域医療連携室 地域医療連携室
（病） 島本病院 中央 高知市帯屋町２－６－３ 088-873-6131 患者相談室 患者相談室
（病） 近森病院 中央 高知市大川筋１丁目１番１６号 088-822-5231 医療相談室 地域医療連携室
（病） 特定医療法人仁生会細木病院 中央 高知市大膳町３７ 088-822-7211 医療相談室 医療相談室
（病） 図南病院 中央 高知市知寄町１－５－１５ 088-882-3126 医療相談室 医療相談室
（病） 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 中央 高知市池２１２５番地１ 088-837-3000 まごころ窓口 まごころ窓口
（病） 独立行政法人国立病院機構高知病院 中央 高知市朝倉西町１丁目２番２５号 088-844-3111 地域医療連携室 地域医療連携室
（診） Ｄｒ．オヤマ診療所 中央 高知市追手筋１－９－２２ 088-826-6551 ○ ―
（病） もみのき病院 中央 高知市塚ノ原６番地１ 088-840-2222 地域連携室 ―
（診） 医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所高知潮江 中央 高知市北竹島町５－１０ 088-831-7670 ○ ○
（診） つちばし診療所 中央 高知市本町１－６－２８ 088-872-8238 ― 近森病院　訪問看護ステーション
（病） 竹下病院 中央 高知市本町２丁目４番３号 088-822-2371 地域医療連携室 地域医療連携室
（病） いずみの病院 中央 高知市薊野北町２丁目１０番５３号 088-826-5511 医療相談室 地域医療連携室
（病） 本山町立国民健康保険嶺北中央病院 中央 長岡郡本山町本山６２０ 0887-76-2450 地域医療部 地域医療部
（病） 土佐市立土佐市民病院 中央 土佐市高岡町甲１８６７ 088-852-2151 地域医療相談室 地域医療相談室
（病） 高知大学医学部附属病院 中央 南国市岡豊町小蓮１８５番地１ 088-866-5811 地域医療連携室 地域医療連携室
（診） 医療法人若草会高田内科 中央 南国市大埇乙１２５３－８ 088-863-3925 ― 医療事務員
（病） ＪＡ高知病院 中央 南国市明見字中野５２６－１ 088-863-2181 医事課 地域医療連携室
（病） くぼかわ病院 高幡 高岡郡四万十町見付９０２－１ 0880-22-1111 医療相談室 地域連携室
（病） 高陵病院 高幡 須崎市横町１番２８号 0889-42-2485 地域医療連携室 地域医療連携室
（病） 竹本病院 幡多 四万十市右山大谷１９７３－２ 0880-35-4151 地域支援室 地域支援室
（病） 中村病院 幡多 四万十市中村小姓町７５ 0880-34-3177 地域連携室（医療相談室） 地域医療連携室（医療相談室）
（病） 高知県立幡多けんみん病院 幡多 宿毛市山奈町芳奈３－１ 0880-66-2222 医療相談室 地域医療室・医療相談室
（病） 大井田病院 幡多 宿毛市中央８－３－６ 0880-63-2101 地域連携相談室 地域連携相談室
（診） 松谷内科 幡多 土佐清水市栄町２－２２ 0880-82-1377 ― 院長
（病） 医療法人聖真会飴渭南病院 幡多 土佐清水市越前町６－１ 0880-82-1151 相談室（地域連携室） 相談室（地域連携室）

相談の窓口がある医療機関


