
高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

高知市休日夜間急患センター
・高知市平日夜間小児急患センター

高知市丸ノ内1丁目7
番45号

088-875-5719

受付時間 日・祝午前9時～午前11時
※当番医師の判断により適宜対応（夜間除く）
電話での問診により医学的必要性がある方のみ実施します。必ず事
前にお電話でお問い合わせください。問診により検査を実施しない
場合もあります。
https://www.kochi-med.or.jp/emergency_center/

高知赤十字病院
高知市秦南町一丁目4
番63-11号

088-822-1201 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 可

完全予約制：電話予約時間：平日（月～金）9時～16時
【注意事項】
★検査の必要性は医師が判断します（希望されても検査をしないこ
とがあります）。
★保険診療となりますので、初診の方は保険証をご持参くださ
い。また、選定療養費（7,700円）が別途かかります。

福田心臓・消化器内科 高知市東秦泉寺67-1 088-822-1122
9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

可

完全予約制です。
月曜から金曜の9:00から16:00に電話にてお問い合わせ下さい。受診
予約日時を調整します。
受診時には、原則、自家用車での来院をお願いします。
駐車場に到着したら、担当者が車まで出向いて対応しますので、電
話連絡と車内待機をお願いします。
予約の患者さまを優先しますので、予約のない方はお待たせした
り、当日検査が出来ない
場合がありますので、ご了承下さい。

よりみつ内科消化器内科 高知市三園町227 088-824-3955 不可

①原則、当院通院中の方を対象とした抗原検査のみの対応となりま
す。
②院内感染対策の観点から、診療可能人数制限の上で診療を行いま
すので、必ず事前電話問い合わせをしてください。なお、来院の際
は原則自家用車、マスク着用の上で来院して下さい。

いずみの病院
高知市薊野北町
2丁目10番53号

088-826-5511 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 不可
来院の際は、事前にお電話をお願いします。
症状のある方は発熱外来を受診してください。
9:00～10:30（平日のみ）

きんろう病院
高知市薊野北町
3-2-28

088-845-8711 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:30 不可

原則として、当院入院患者様等が対象となります。
ただし、当院に通院中のかかりつけの通院患者様等につきまして
は、事前のお電話にて医師が必要と判断した場合のみの対応となり
ます。
必ず事前に電話連絡をお願いいたします。

岩崎胃腸科内科
高知市薊野東町
9－32

088-846-7171
8:30~18:00
(12:30~14:30
休診)

8:30~18:00
(12:30~15:30
休診)

8:30~18:00
(12:30~15:30
休診)

8:30~12:30
8:30~18:00
(12:30~14:30
休診)

8:30~12:30 不可
事前に、電話予約をお願いします。再診の方を、優先しておりま
す。

高知こころクリニック

高知市一宮南町
1丁目15-13
マルナカ高知
インター店2階

088-856-7489 15:00～21:00
9:00～21:00
(13:00～15:00
休診)

9:00～21:00
(13:00～15:00
休診)

9:00～21:00
(13:00～15:00
休診)

休診 15:00～21:00
9:00～21:00
(13:00～15:00
休診)

曜日通り
年齢により
可

1歳～ 電話にて事前に受診予約をお願いします。

高知総合
リハビリテーション病院

高知市一宮南町
1丁目10番15号

088-845-1641
9:00～17:00
(12:00～13:00
休診)

9:00～17:00
(12:00～13:00
休診)

9:00～17:00
(12:00～13:00
休診)

9:00～17:00
(12:00～13:00
休診)

9:00～17:00
(12:00～13:00
休診)

不可

事前に必ず電話予約をお願いします。
来院日時等に関して当院より指定させて頂きます。
ドライブスルー方式
原則として当院に通院されている軽症の患者さん、当院入院患者さ
んを対象とします。



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

三愛病院
高知市一宮西町
1-7-25

088-845-5291
9:30～12:00 
13:30～17:00

9:30～12:00 
13:30～17:00

9:30～12:00 
13:30～17:00

9:30～12:00 
13:30～17:00

9:30～12:00 
13:30～17:00

9:30～12:00 可 0歳～

①事前に必ず電話予約をお願いします。
②来院は当院より指定させていただきます。可能な方は自家用車で
来院ください。駐車場到着した際に再度電話でお知らせください。
③院内の状況により対応できない場合があります。
④検査の実施は、医師が必要と判断した場合のみ対応となります。
本人希望による検査は実施しておりません。

一宮きずなクリニック
高知市一宮東町
5丁目5-13

088-846-2221
9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～12:30
(午後休診)

9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～12:30
(午後休診)

休診 休診 不可

原則、当院に定期的に通院中の方のみ（18歳以上の方に限ります）
を対象とします。
必ず事前にお電話でご相談の上、可能な限り自家用車でご来院くだ
さい。
クリニックに到着されましたら、再度お電話をお願いします。
診察まで車中で待機していただきます。
予約状況により、当日対応が困難な場合がございます。

島津クリニック比島 
高知市比島町2丁目
10番31号

088-826-6230
当院は透析専門医療機関であり当院で透析を受けている方、当院で
かかりつけの方を優先して診療します。
必ず電話で受診可否をお問い合わせ下さい。

島津病院 高知市比島町4-6-22 088-823-2285 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 不可
当院は透析専門医療機関であり、当院で透析を受けている方、当院
かかりつけの方を優先して診療致します。必ず電話して受診可否を
お問い合わせ下さい。

高知病院 高知市相生町1-35 088-883-3211
9:30～11:00 
13:30～15:00

9:30～11:00 
13:30～15:00

9:30～11:00 
13:30～15:00

9:30～11:00 
13:30～15:00

9:30～11:00 
13:30～15:00

不可
事前に必ずに電話連絡の上、原則お車でご来院ください。。
来院時間は、当院にて指定させていただき、車内で検査を実施させ
て頂きます。

近森リハビリテーション病院 高知市廿代町2-22 088-822-5231
平日 9:00～12:00
原則として当院かかりつけ患者とさせていただきます。
事前に電話予約をお願いします。

近森オルソリハビリテーション病院 高知市北本町1-2-6 088-822-5231 13:00~17:00 13:00~17:00 13:00~17:00 13:00~17:00 13:00~17:00
平日13:00~17:00(完全予約制/ドライブスルー方式)
当院のかかりつけ患者を優先させていただきます。
事前に外来看護師まで電話予約をお願いします。

みなみの風診療所
高知市栄田町
３-７-１

088-826-3730 8:45~12:00
8:45~17:30
 (12:00~15:00
休診)

8:45~12:00
8:45~17:30 
(12:00~15:00
休診)

8:45~17:30
 (12:00~15:00
休診)

8:45~12:00 休診 休診 可 ０歳～

当院は検査の予約は受けていません。発熱での受診については電話
連絡をいただけた方がありがたいですが、検査については診察をし
てから施行するかを決めています。また検査数が対応数を超えた場
合には、その日に検査の対応ができない場合があります。
ただ、熱が出たら診察してもらえない、という事がないようにでき
る限り診察できるように努力はしています。

土佐病院
高知市新本町
2-10-24

088-822-3357 9:00~16:00 9:00~16:00 9:00~16:00 9:00~16:00 9:00~16:00 不可 当院通院中の方のみで予約が必要です。

高知中央クリニック
高知市杉井流14番15
号

088-802-7007
月～金 9:00～12:30 14:00～18:00
土 9:00～12:00 14:00～16:00

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
検体採取は車内で行ないます。電話連絡の後、必ず自家用車で来院
してください。

レディスクリニック
コスモス

高知市杉井流６番27 088-861-6700 不可
当院通院中の患者に限り、やむをえない場合のみ検査を実施。
現在は当院の診療に支障を来すため、原則検査は実施しておりませ
ん。

うえたクリニック
高知市高そね13番14
号

088-885-0038

みなみ在宅クリニック 高知市南御座5-29 088-880-0373 不可
当院かかりつけ患者が対象です。
医師が必要と判断した場合のみ行います。

高知ハーモニーホスピタル
高知市南金田5番18
号

088-883-4785

亀井クリニック 高知市札場18-22 088-885-5533 12:30～13:30 12:30～13:30 12:30～14:30 12:30～13:30 12:30～13:30 13:00~14:00 不可
事前に電話でご相談下さい。
自家用車でご来院下さい。



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

愛宕病院
高知市愛宕町1丁目1-
13

088-823-3301 8:30～17:00 8:30～17:00 8:30～17:00 8:30～17:00 8:30～17:00 8:30～12:00 不可 来院の際は、事前に内科外来にお電話をお願いします。

瀬戸内科
高知市愛宕町2丁目
22-3

088-873-1794
10:00～11:30 
15:00～16:30

10:00～11:30 
15:00～16:30

10:00～11:30 
15:00～16:30

10:00～11:30 
10:00～11:30 
15:00～16:30

10:00～11:30 
年齢により
可

５歳～

車での検査になります。来院前に必ず電話連絡の上、車で来院して
ください。
検査のため、採取前１時間は歯磨き・飲食を避けてください。
月・火・水・金 午前10：00～11：30 
        午後15：00～16：30
木・土     午前10：00～11：30

高橋病院
高知市愛宕町３丁目
９番２０号

088-822-1616 不可

・原則、当院へ通院中で高校生以上の患者さまを対象とします。
・電話受付：9:00～12:00
・検査時間：月・水・木・12:30～13:30
・保険証、診察券をご持参のうえ、マスク着用厳守でご来院くださ
い。
・完全予約制の為、事前にお電話でご予約ください。予約のない方
の対応はできません。
・自家用車でお越しください。駐車場に到着後、再度お電話でお知
らせください。担当者が伺うまでそのまま車内で待機してくださ
い。
・医師が必要と判断した場合のみ抗原検査を実施します。本人希望
による検査は実施しておりません。
・院内状況により対応できない場合があります。

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 月～金まで  午前11時～12時

木村病院 高知市寿町8-8 088-822-7231 9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30 不可

原則として、当院入院患者様、通院患者様を対象とします。
月・水・金（9：30～10：30) 1日3人まで
検査前日までに電話予約。ドライブスルー型
検査結果は3日を要します。

愛幸病院
高知市入明町14番2
号

088-822-2739

事前に電話にてご予約下さい。（抗原検査のみ）
原則として、当院のかかりつけ患者様を対象とします。
検査可能曜日：月曜・水曜・金曜（祝日除く）
検査時間帯：◆月曜 10時～17時 ◆水曜 12時～14時
      ◆金曜 10時～17時
車内にて検査を実施いたしますので、到着した際は駐車場で待機し
ていただき、電話でお知らせ下さい。

岡村病院 高知市入明町1-5 088-822-5155 14:30～15:30 14:30～15:30 14:30～15:30 14:30～15:30 14:30～15:30 不可 発熱外来は、必ず電話による事前予約が必須です。

さいわい町
幸せクリニック 

高知市幸町6-1 088-873-5503 可

小谷放射線科・内科 高知市吉田町2-8 088-873-6111
9:00～11:00 
14:00～16:00

9:00～11:00 
14:00～16:00

9:00～11:00 
14:00～16:00

9:00～11:00 
14:00～16:00

9:00～11:00
年齢により
可

12歳～

・事前予約制
・自家用車内にて検査、お車でお越しください
・通常診療の患者様を優先させて頂きます。待機時間をご了承くだ
さい
・抗原検査のみ

内田産婦人科
高知市南久万
３９－２

088-873-0010
9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

9:00~12:00
9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

不可

川上小児科クリニック
高知市福井扇町1180-
1

088-875-1800
9:00~17:30
 (12:30~14:00
休診)

9:00~17:30
 (12:30~14:00
休診)

9:00~17:30
 (12:30~14:00
休診)

9:00~17:30
 (12:30~14:00
休診)

9:00~12:30 休診 休診 可 0歳～
事前にお電話でご相談の上、可能な限り自家用車でご来院くださ
い。現在、抗原検査のみ実施しております。



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

福井診療所内科消化器科
高知市福井扇町1178-
1

088-873-2886 不可

さわだ耳鼻咽喉科・眼科 高知市福井町1734-5 088-825-1131
9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

可 0歳～
予約必要なので、事前に電話で予約をしてください（ネットでの予
約不可）

松岡クリニック 高知市横内454番地 088-844-7117 11:30~12:00 11:30~12:00 11:30~12:00 11:30~12:00 11:30~12:00
年齢により
可

6歳～

高知生協病院 高知市口細山206-9 088-813-1010 15:00～16:00 15:00～16:00 15:00～16:00 15:00～16:00 15:00～16:00 不可 診察は予約制となるので、事前に電話でお問い合わせください。

内田脳神経外科 高知市塚ノ原37番地
070-
 1256-5094

10:00~12:00 10:00~12:00 10:00~12:00 不可
・直近３ヶ月以内に受診歴のある方。
・当院訪問サービス利用中の方。
・当法人通所サービス利用中の方。

もみのき病院 高知市塚ノ原6-1 088-840-2222 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 可 10歳以上

平日１１時～１２時は、成人を対象とした発熱外来です。
平日１１時～１２時以外の時間帯は、小児を対象とした発熱外来で
す。
無症状の方の検査は行っておりません。

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
9:00～17:00
(12:00～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:00～13:30
休診)

9:00～12:00
9:00～17:00
(12:00～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:00～13:30
休診)

可 ０歳～
土佐山地域、久重地域の方のみ対応します。
必ず事前連絡をお願いします。

高知高須病院 高知市大津乙2705-1 088-878-3377
8:30～11:00、
14:00～15:00

8:30～11:00、
14:00～15:00

8:30～11:00、
14:00～15:00

8:30～11:00、
14:00～15:00

8:30～11:00、
14:00～15:00

年齢により
可

3歳以上
小児の検体(特に鼻腔）採取はご家族さんに依頼することが多くなり
ます。

高知城東病院 高知市大津乙719 088-866-2326 不可

・原則、当院かかりつけの外来患者様、入院患者様が対象となりま
す。
・対応可能時間：月、火、木、金（15:00～16:00）
・完全予約制です。来院前に必ず電話予約をお願いします。
・当院の検査は、抗原検査のみ。

なかやまクリニック
内科循環器科

高知市介良乙1049 高
知東メディカル
スクエア3階

088-878-7007 13:20~14:00 13:20~14:00 13:20~14:00 13:20~14:00 不可
受診歴、カルテがある方のみ結果再度お受けしています。
お車でお越しできる方のみお受けしています。

福留内科 高知市介良乙3236-2 088-860-5696 15:20～16:00 15:20～16:00 15:20～16:00 15:20～16:00 不可 中学生以上

かかりつけ患者優先
１日２名完全予約制とします。
月、火、木、金PM３：20～ 予約をとって受診して頂きます。
車での受診待機ができること、携帯電話で連絡ができること、

おの肛門科胃腸科外科 高知市大津甲560-2 088-866-5500
9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～12:30
(午後休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

休診 休診 可 小学生以上

・検査を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
・当日の検査可能人数を超えていなくても検査をお断りすることが
あります。

こうちクリニック
胃腸科内科

高知市大津甲553-2 088-866-0006
9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～12:30
(午後休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30
(12:30～13:30
休診)

休診 休診 可 12歳以上

・来院前に必ず電話連絡をお願いいたします
・自家用車で来院して所定の場所に駐車いただきます
・１日の予定検査件数に達していない場合でも検査をお断りする場
合があります

きたじま内科
クリニック

高知市高須2丁目
5-22

088-878-1300
9:00～11:30 
14:30～16:30

9:00～11:30 
14:30～16:30

9:00～11:30
9:00～11:00 
14:30～16:30 

9:00～11:30 
14:30～16:30

9:00～11:00
年齢により
可

16歳～

谷病院 高知市吸江120 088-882-4748

高知厚生病院
高知市葛島1丁目9番
50号

088-882-6205

受付時間内にご連絡の上、ご来院の際には可能な限りお車でお越し
頂き、車内にて待機して頂けるようお願い致します。
受付時間は平日（祝日は除く）：9時～17時15分、土曜（祝日は除
く）：9時～12時15分となります。



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

こうせい
こどもクリニック

高知市葛島
２ー６－３０

088-861-0753
9:00~17:00
(11:30~15:00
検査不可)

9:00~17:00
(11:30~15:00
検査不可)

14:00~17:00
9:00~17:00
(11:30~15:00
検査不可)

9:00~17:00
(11:30~15:00
検査不可)

9:00~11:00 休診 休診 可

電話連絡の上、受診可能か否かご確認ください。
医師が診察し必要と判断した場合のみ検査をおこないます。
鼻咽頭拭い液による抗原定性検査（発症後２日目から検査可能）で
す。
検査は建物外の専用検査場所で行います。
受付等も建物外で行いますので、電話連絡後、駐車場での車内待機
をお願いしています。
検査可能予定数を超えた場合は、診療時間内にかかわらず受け付け
を終了させていただく場合がございます。

福森内科クリニック
高知市葛島
2丁目3-21

088-884-3161
9:00～17:30
(12:00～14:30
休診)

9:00～17:30
(12:00～14:30
休診)

9:00～17:30
(12:00～14:30
休診)

9:00～12:00
9:00～18:30
(12:00～14:30
休診)

9:00～12:00 休診 休診 可 3歳～

現在医療スタッフ不足、検査キット不足等で、検査は抗原定性検査 
平日1人/日までとさせていただきます。一般診療、コロナワクチン
接種の予約状況によっては平日も検査をお断りさせていただく場合
もございます。週末土曜日は一般診療やコロナワクチン接種者も多
く検査は控えさせていただきます。

毛山病院
高知市知寄町
１－２－２

088-883-0515
9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

9:00~12:30
9:00~17:00
(12:30~14:00
休診)

9:00~16:00
(13:00-~14:00
休診)

休診 休診 不可
当院かかりつけの妊婦に限ります。事前に電話で予約してくださ
い。

図南病院
高知市知寄町
1丁目5-15

088-882-3126 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 不可
事前にお電話でお問い合わせください。
できるだけ自家用車での来院をお願いします。

土佐田村病院 高知市稲荷町11-20 088-883-3544 12:30～13:30 不可
完全予約制です。来院前に必ず連絡下さい。できるだけマスク着用
のうえ、自家用車でお越しください。検体採取は車内で行います。

田村内科整形外科病院 高知市二葉町10-10 088-883-1777 11:00~12:00 11:00~12:00 11:00~12:00 不可

原則として、当院に通院されている患者さまが対象となります。
予約制のため、必ず事前にお電話にてお問い合わせください。
検体採取は車内で行いますので、自家用車で来院してください。
医師が必要と判断した場合のみの対応となります。

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
9:00~11:30／
14:00～16:30

9:00~11:30／
14:00～16:30

9:00~11:30／
14:00～16:30

9:00~11:30／
14:00～16:30

9:00~11:30／
14:00～16:30

不可

久病院 高知市桜井町1-2-35 088-883-6264
10:00~16:00
(11:00~14:00
休診)

10:00~16:00
(11:00~14:00
休診)

10:00~16:00
(11:00~14:00
休診)

10:00~16:00
(11:00~14:00
休診)

10:00~16:00
(11:00~14:00
休診)

10:00~11:00 不可

①完全予約制です 事前にお電話でお問い合わせください 直接来
院での診察は対応しかねます
②当院かかりつけの方を優先して診療しています
③できるだけ自家用車での来院をお願いします

高知記念病院 高知市城見町4-13 088-883-4377
8:30～17:00
(12:00～13:30
休診)

8:30～17:00
(12:00～13:30
休診)

8:30～17:00
(12:00～13:30
休診)

8:30～17:00
(12:00～13:30
休診)

8:30～17:00
(12:00～13:30
休診)

8:30～12:00 不可

当院は透析施設を有しており、リスクの高い患者さんが多いため、
原則として直近３ヶ月以内に定期的に内科受診されている方を対象
としています
完全予約制で人数制限がありますので、事前に必ず電話連絡をお願
いします
予約電話受付時間：月～金 9:00～10:00のみ
指定された予約時間に自家用車で来院してください

谷岡内科小児科
高知市はりまや町
3-21-17

088-882-6811 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 可 0歳～

一般患者様との混同を避けるため、電話連絡をして、原則車で来院
（車以外は要相談）。
当日の診察・検査人数状況により検査ができない場合がありますの
で、ご了承ください。

寺尾内科クリニック
高知市はりまや町
1-5-33

088-884-8880
8:30~18:00
(13:00~14:00
休診

8:30~18:00
(13:00~14:00
休診

8:30~18:00
(13:00~14:00
休診

8:30~12:00
8:30~18:00
(13:00~14:00
休診

8:30~13:00
年齢により
可

12歳～

島本病院
高知市帯屋町2丁目6
番3号

088-873-6131
来院前に必ずお電話ください。
医師が必要と判断した場合のみ実施します。
院内の状況によりお断りすることもあります。

中ノ橋病院 高知市永国寺町1-46 088-872-4069 不可

完全予約制ですので事前にご連絡下さい。
院内感染対策の観点から受け入れが困難な場合もあります。
電話受付：平日8:50～12:00（当日先着順受付）
※本人希望によるPCR検査（自費）には対応いたしません。



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

さんさんクリニック
高知市鷹匠町
１－１－８

088-822-5531 14:30～17:00 14:30～17:00 14:30～17:00 14:30～17:00 不可

竹下病院
高知市与力町
３番８号

088-822-2371 不可

当院は透析専門病院であり、透析治療中の患者さん、かかりつけの
患者さんを優先して診察します。
予め電話連絡の上、自家用車で来院し、到着したら再度、電話連絡
をお願いします。
透析治療中の患者さん：月～土 13:30～16:00
かかりつけの患者さん：月～金 14:00～16:00

ひまわり在宅クリニック
高知市与力町12-10 
シャトレ片町1階

088-802-7000 9:00~17:15 9:00~17:15 9:00~17:15 9:00~17:15 9:00~17:15 9:00~17:15 不可

当院は在宅療養支援診療所であり、当院かかりつけの方を優先して
診療しています。
初診の方の対応ができない場合もありますので、必ず電話で受診可
否をお問合せください

国見産婦人科 高知市本町4-2-30 088-822-5954
9:00～17:15
(13:00～15:00
休診)

9:00～17:15
(13:00～15:00
休診)

9:00～17:15
(13:00～15:00
休診)

9:00～17:15
(13:00～15:00
休診)

9:00～17:15
(13:00～15:00
休診)

不可
かかりつけ妊婦のみ可
電話で事前連絡が必須

下司病院
高知市本町3丁目
5-13

088-823-3257 13:30～15:30 13:30～15:30 13:30～15:30 13:30～15:30 13:30～15:30 不可

南病院
高知市本町３丁目
６－２８

088-822-0505 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～12:00 可 1歳～
事前予約が必要です。
お車で来院頂き駐車場で対応させて頂きます。

平田病院
高知市本町5丁目
4-23

088-875-6221 13:30～14:30 13:30～14:30 14:30～15:30 14:30～15:30 不可
事前に電話でお問い合わせ下さい。
当院駐車場での検査となります。
院内の状況によりお断りすることもあります。

アズマ耳鼻咽喉科・アレルギー科
高知市上町２丁目
2-16

088-825-0707 8:30~12:00
8:30~17:30 
(12:00~14:00
休診)

8:30~17:30 
(12:00~14:00
休診)

休診
8:30~17:30 
(12:00~14:00
休診)

8:30~12:00 休診 可 ０歳～
原則、当院オンライン診療システム（Curon）の利用できる方
【検査方法】抗原検査のみ
電話にて予約の上、原則自家用車で来院（車以外は要相談）

上町病院
高知市上町
１－７－３４

088-823-3271 10:00～15:00 10:00～15:00 10:00～15:00 10:00～15:00 10:00～15:00 不可

院内感染対策の観点から１日３名までの予約となりますので、事前
に必ず電話連絡をお願いします。
自家用車内で検査を実施させて頂きます。駐車場到着した際に再度
電話でお知らせ下さい。
抗原検査のみ。

川村病院 高知市上町5-6-20 088-823-7433
10:00~11:00，
15:00~16:00

10:00~11:00，
15:00~16:00

10:00~11:00，
15:00~16:00

10:00~11:00，
15:00~16:00

10:00~11:00，
15:00~16:00

9:30-10:30
年齢により
可

13歳～ 来院前に電話連絡をお願いします。

国吉病院
高知市上町1丁目 
3-4

088-875-0328
9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:00
(12:00～14:00
休診)

不可 受診、検査は当日の予約のみとなります。

こうち在宅
医療クリニック

高知市上町2丁目4-17 088-826-2777
9:00～18:00内で
要相談

9:00～18:00内で
要相談

9:00～18:00内で
要相談

9:00～18:00内で
要相談

9:00～18:00内で
要相談

年齢により
可

3歳～

高知整形・脳外科病院
高知市上町４丁目
7-20

088-822-1285 不可 原則として、救急外来患者様及び入院患者様を対象とします。

田中整形外科病院
高知市上町3丁目
2番6号

088-822-7660 12:00~14:00 12:00~14:00 12:00~14:00 12:00~14:00 不可
当院に通院中の方を優先して実施します。予約制ですので、事前に
電話でご相談のうえ、来院してください。検査は、12時から14時
（月、火、木、金）です。出来れば、自家用車でご来院ください。



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

細木病院 高知市大膳町37 088-822-7211

9:00～11:00
(受付 
8:30~10:30)、

14:00～16:00
(受付
13:30~15:30)

9:00～11:00
(受付 
8:30~10:30)、

14:00～16:00
(受付
13:30~15:30)

9:00～11:00
(受付
      8:30～10:30)

14:00～16:00
(受付
13:30~15:30)

9:00～11:00
(受付 
8:30~10:30)、

14:00～16:00
(受付
13:30~15:30)

休診 休診 休診 可 ～15歳

・来院前に、お電話でご相談下さい。
・受付時間は（水曜日の午後、木曜日の午前を除く平日）
   8:30～10:30、13:30～15:30です。
・診療時間は（水曜日の午後、木曜日の午前を除く平日）
   9:00～11:00、14:00～16:00です。
  （土曜、日祭日、年末年始は休診です。）
・小児科は、従来の診療体制で変更ありません。
・最終的な検査の実施は、医師の判断によります。
・なお、自由診療での検査は、実施していません。

高知医療生活協同組合
旭診療所

高知市旭上町32 088-844-0809
11:30～12:30
14:00～14:45

11:30～12:30
11:30～12:30
14:00～14:45

不可 中学生以上

①事前に必ず電話予約をお願いします。
②月・水・金 11:30～12:30
③自家用車で来院して所定の場所に駐車いただき、車内での検査・
診察となります。

町田病院
高知市旭町1丁目
104番地

088-872-0164
8:30~17:00
(12:00~13:30
休診)

8:30~17:00
(12:00~13:30
休診)

8:30~17:00
(12:00~13:30
休診)

8:30~17:00
(12:00~13:30
休診)

8:30~17:00
(12:00~13:30
休診)

不可

当院通院中の方のみを対象に実施します。
検査は予約制です。1日の検査数に限りがありますので、必ず事前に
電話でお問い合わせください。
なお検査の実施は、診察の上、医師が必要と判断した場合のみ実施
いたします。
本人の希望による検査は実施しておりません。

横田クリニック 高知市旭駅前町5 088-824-3122
当院通院中の患者様のみ
電話連絡した後、指定の時間に車で来院してください。

あさひ石川クリニック 高知市中須賀町107 088-822-8862 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 不可
発熱外来は、月・水・金の14:00～16:00 のみ。事前連絡要。
原則駐車場に到着後、再度電話を入れてマスク着用のうえ車内でお
待ちください。

山村病院
高知市下島町106番
地

088-872-5038 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00
年齢により
可

12歳以上 来院前に必ず電話連絡をしてください。

山下脳神経外科 高知市南元町3－13 088-825-2060
9:00～12:00、
14:00～17:30

9:00～12:00、
9:00～12:00、
14:00～17:30

9:00～12:00、
14:00～17:30

9:00～12:30
年齢により
可

12歳～

事前に電話で連絡をください。
電話で問診を取らせていただきます。
徒歩または自転車で来院された場合は屋外で検査を行い、
自家用車で来院された場合は車の中で検査を行います。

石立クリニック 高知市石立町96-5 088-831-6661
10:30~16:00
(12:00~14:00
休診)

9:00~16:00
(12:00~14:00
休診)

10:30~16:00
(12:00~14:00
休診)

9:00~16:00
(12:00~14:00
休診)

9:00~16:00
(12:00~14:00
休診)

9:00~12:00
年齢により
可

8歳～

必ず前もって電話予約が必要です。
上記に記載した診療時間は、発熱感染症患者の診療時間であり、一
般の診療時間とは違います。
小児は必ず保護者同伴であること。

岡林病院 高知市神田５９８ 088-832-8821
9:00～12:00,
13:30～15:00

9:00～12:00,
13:30～15:00

9:00～12:00,
13:30～15:00

9:00～12:00,
13:30～15:00

9:00～12:00,
13:30～15:00

不可

電話で予約の上、自家用車でご来院ください。本院駐車場に到着す
れば再度、携帯電話でお知らせください。院内感染対策上、ご案内
まで車中で待機していただきます。
（完全予約制）月～金曜日（平日）午前9時～12時 午後13時30分
～15時

たむら内科クリニック 高知市曙町1丁目1-20 088-850-0008

かもだの診療所 高知市鴨部2－1－16 088-843-3215
11:00~11:30 
17:00~17:30

11:00~11:30 
17:00~17:30

11:00~11:30 
17:00~17:30

11:00~11:30
11:00~11:30 
17:00~17:30

11:00~11:30 可 4歳 事前の電話予約が必要です。

快聖クリニック 高知市鴨部1085-1 088-850-0038 不可
当院は透析専門医療機関であり、当院で透析診療を受けられている
患者様を対象とします。必ず電話で受信可否をお問い合わせ下さ
い。抗原検査のみとなります。

藤井クリニック 高知市朝倉乙988 088-844-7070
9:00~18:00
(12:00~16:00
休診)

9:00~18:00
(12:00~16:00
休診)

9:00~18:00
(12:00~16:00
休診)

14:00~16:00
9:00~18:00
(12:00~16:00
休診)

9:00~16:00
(12:00~14:00
休診)

不可 必ず事前連絡をして来院。

朝倉医療クリニック
高知市朝倉丙
534-1

088-856-6001 9:00~11:00 9:00~11:00 9:00~11:00 不可 かかりつけ患者さまのみの対応となります。



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

朝倉さわやかクリニック
高知市朝倉丙
350番地1

088-850-0070
9:00～18:00
(13:00～14:00
休診)

9:00～18:00
(13:00～14:00
休診)

9:00～18:00
(13:00～14:00
休診)

9:00～18:00
(13:00～14:00
休診)

9:00～18:00
(13:00～14:00
休診)

9:00～13:00 可
小児の場合は検査のみの対応。

朝倉病院
高知市朝倉丙
1653-12

088-844-2701
9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～12:30
(12:30～休診)

休診 休診 不可

原則として、当院入院患者様等を対象とします。
なお、発熱症状のある外来患者様につきましては、同一法人内の
「朝倉さわやかクリニック」と「春野うららかクリニック」
で対応させていただきます。

高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊767-5 088-840-3535 14:00～14:30 14:00～14:30 14:00～14:30 14:00～14:30 不可

国立病院機構高知病院
高知市朝倉西町
１－２－２５

088-844-3111 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 可 0歳～

受付時間：8:45～11:00
休診日：土曜・日曜・祝日・12月29日～1月3日
事前に必ず電話をお願いします。
新型コロナウィルス感染症の拡大により受診希望者が急増してお
り、希望される方全員の診察は困難な状況となっております。当面
の対応として、当院かかりつけ（継続診療中）の方を優先して受付
しております。

高知ファミリー
クリニック

高知市朝倉横町
23-7-10

088-844-3339
9:00～17:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～17:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～17:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～12:00
9:00～17:00
(12:00～14:00
休診)

9:00～12:00 休診 休診 不可

高知県立療育福祉センター
高知市若草町10番5
号

088-844-5400 原則として当センター入院児を対象とします｡

うぐるす内科クリニック
高知市鵜来巣
11-38-10

088-840-4976
9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～12:00
9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～12:00 終日休診 終日休診 不可

・事前に電話での予約が必要です。
・原則、当院に通院中の方（１日4～5名）を対象とします。
・午前の通常診療終了後（11時半～12時頃）、午後の診療時間（16
時～17時頃）に実施します。
  午後は他の患者さんの来院状況によっては対応できない場合が
あります。
・その他院内の状況により対応できない場合があります。

潮江高橋病院
高知市土居町
9番18号

088-833-2700
9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～12:00
9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:00
(12:30～13:30
休診)

9:00～12:00 休診 休診 不可

〇電話での事前予約が必須。ホームページのお問い合わせフォー
ム、メール、FAXでの予約は不可。
〇受診者数の増大や検査体制上の理由により、発熱外来の受診をお
断りすることがございます。ホームページの「お知らせ」欄を確認
し電話予約のうえ、来院下さいますようお願いいたします。
〇ホームページアドレス https://www.takashiokai.jp/

ふたばクリニック 高知市役知町15-7 088-831-9050
9時~18時
(12時~14時休診)

9時~18時
(12時~14時休診)

9時~18時
(12時~14時休診)

9時~13時
(午後休診)

9時~18時
(12時~14時休診)

9時~13時
(午後休診)

休診 休診 不可
原則当院通院中の患者様対応とさせていただきます。
事前にお電話の上、自家用車で受診してください。

ふないキッズクリニック
高知市北新田町
９－１０

088-832-2271
9:00~17:30
(12:30~14:00
休診)

9:00~17:30
(12:30~14:00
休診)

9:00~17:30
(12:30~14:00
休診)

9:00~12:00
9:00~17:30
(12:30~14:00
休診)

9:00~12:00 休診 休診 可 0歳～ かかっている患者を優先しています。

ながの内科クリニック 高知市新田町14-31 088-837-1233
9:00～17:30 
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30 
(12:30～13:30
休診)

9:00～12:30
9:00～17:30 
(12:30～13:30
休診)

9:00～17:30 
(12:30～13:30
休診)

9:00～13:00
年齢により
可

12歳～
事前に電話で連絡して下さい。
ご自家用車で来院して下さい。
来院されたら、車から降りずに電話を下さい。

たしま耳鼻咽喉科 高知市潮新町2-11-5 088-834-4187
9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～14:00
休診)

9:00～16:30
(12:30～14:00
休診)

可 ０歳～

検体の採取は自家用車で行いますので、自家用車で来られた方のみ
対象です。
検査人数や検査時間などの制限で受け入れができない場合がありま
すので、あらかじめ電話で確認をお願いします。
検査キットが不足気味ですので、抗原検査、PCR検査どちらを行う
かは院長の判断にお任せ願います。

梅ノ辻クリニック 高知市梅ノ辻8-7 088-833-4580
8:45～9:45
15:00～16:00

8:45～9:45
15:00～16:00

8:45～9:45
15:00～16:00

8:45～9:45
15:00～16:00

年齢により
可

高校生以上

藤田皮膚科 高知市梅ノ辻5-25 088-833-6171 14:00~15:00 14:00~15:00 不可



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

大川内科
高知市萩町1丁目
6－52

080-
 7025-0249

9:00～13:00, 
15:00～17:00

9:00～13:00, 
15:00～17:00

9:00～13:00, 
15:00～17:00

9:00～13:00
9:00～13:00, 
15:00～17:00

9:00～13:00
年齢により
可

小学生から

発熱外来時間：月火水木金土 9:00～13:00
       月火水金 午後診療可能
必ず、事前にお電話をいただき、電話で指示された時間にお越し下
さい。

絹川医院
高知市桟橋通1丁目7-
17

088-833-5222 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 不可

原則として、当院に通院されている患者さんを対象とします。
予約制ですので、必ず事前に電話でお問い合わせください。
当院駐車場にて自家用車内での検査となります。
唾液によるPCR検査です。PCRは外部検査機関での検査となりま
す。

はまだ小児科 高知市桟橋通1-13-6 088-805-0855 11:00～12:30 11:00～12:30 11:00～12:30 11:00～12:30 11:00～12:30 11:00～12:30 可
月～土 11:00～12:30（抗原検査のみ）
原則として当院かかりつけの患者さんとさせていただきます。
事前に電話予約をお願いします。

島崎クリニック
高知市桟橋通2丁目
12番5号

088-833-3344

予約制ですので必ず事前に電話連絡をお願いします。
マスク着用のうえ自家用車でお越し下さい。
原則、当院に受診歴のある患者さんに限る。
予約可能時間：
(月)～(土)AM9:00～12:00
(月)(火)(水)(金)PM14:00～17:00、(土)PM14:00～15:30

あおぞら診療所高知潮江 高知市北竹島町5-10 088-831-7670 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00 可 当院で訪問診療を行っている患者様等が対象となります。

市川医院 高知市百石町3-8-20 088-832-2367
9:00~17:30
(12:00～13:30
休診)

9:00~17:30
(12:00～13:30
休診)

9:00~17:30
(12:00～13:30
休診)

9:00～12:00
9:00~17:30
(12:00～13:30
休診)

9:00～12:00 不可
 必ず事前に電話予約必要。不織布ﾏｽｸ着用の上、極力自家用車での
来院をお願いします。

ちかぞえ小児科
高知市百石町3丁目2-
5

088-832-2626 原則、かかりつけの方のみ

にしの内科クリニック
循環器・心臓内科

高知市百石町2丁目
29番16号

088-855-5524 18:00～19:00 18:00～19:00 12:00～13:00 17:00～18:00 17:00～18:00 12:00～13:00 不可

当院は中学生以上を対象とします。
月、火18：00～19:00、木、金17：00～18：00、水、土12：00～
13：00
事前連絡が必須です。受診連絡受付時間は月、火、木、金17：00、
水、土11：00までになります。
事前連絡なし、月、火18：00、木、金17：00、水、土12：00に駐車
場に来ていただけない方は
診察できません。
原則車での来院、車での待機のこと、通常診察終了後発熱外来を開
始します。

吉村神経内科
リハビリクリニック

高知市百石町2-2-1 088-832-6431
8:30~17:30
(12:00~13:30
休診）

8:30~17:30
(12:00~13:30
休診)

8:30~17:30
(12:00~17:30
休診)

8:30~17:30
(12:00~13:30
休診)

8:30~17:30
(12:00~13:30
休診)

休診 休診 休診 不可

潮江診療所 高知市高見町363-1 088-833-9511
9:00～12:15 
15:00～16:30

9:00～12:15 9:00～12:15 休診
9:00～12:15 
15:00～16:30

9:00～12:15
(第2・4のみ)

休診 休診 可
小児については検査は可。治療等は要相談。
予約状況によるので必ず電話で確認をお願いします。
発病者や付添の方も院内には入らず電話で相談をお願いします。

玉木内科小児科
クリニック

高知市高見町189番
地1

088-834-2800
9:00～18:00
(12:30～14:00
休診)

9:00～18:00
(12:30～14:00
休診)

9:00～18:00
(12:30～14:00
休診)

9:00～13:30
9:00～18:00
(12:30～14:00
休診)

9:00～16:30
(12:30～14:00
休診)

可 全年齢 事前予約必須

塩見クリニック
高知市六泉寺町
８７－５

088-805-0002
9:00～17:30
(12:00～15:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～15:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～15:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～15:00
休診)

9:00～17:30
(12:00～15:00
休診)

9:00～11:30 可 0歳～ 事前予約必須。

海里マリン病院
高知市仁井田
１６１７－５

088-847-0101 14:00～17:00 14:00～17:00 不可
感冒様症状のある方への検査は、(火)(金)それぞれ14:00～17:00に行
いますので、必ず電話にてお問い合わせの上、ご来院ください。

内科・小児科つむぎ診療所 高知市瀬戸1－2－58 088-802-6688
9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～18:00
(12:00～14:30
休診)

9:00～17:00
(12:00～14:30
休診)

可 0歳～

事前連絡必須
診察後必要と判断した場合に実施（検査希望でも必要ないと判断し
た場合は行わない）
かかりつけ、近隣の方優先（市外は原則不可）



高知市保健所管内

施設名 住所 電話 診療時間(月曜日)  診療時間(火曜日) 診療時間(水曜日) 診療時間(木曜日) 診療時間(金曜日) 診療時間(土曜日) 診療時間(日曜日) 診療時間(祝日)
小児の検査
対応可否

小児の対応
可能な年齢 
例）3歳～

その他公表に際し必要な事項

横浜病院
高知市横浜東町10番
１号

088-842-7100 不可

依岡内科
高知市横浜新町３丁
目116

088-841-1170 可
原則かかりつけの患者に限る。自家用車での検体採取。限られた人
数・時間になります。
抗原検査のみ。事前予約必要。

横浜ニュータウン内科
高知市横浜新町４丁
目2315

088-841-5001 不可

電話による完全予約制で、来院の時間は当院で指定させて頂きま
す。
抗原検査（有症状、かつ医師が必要と判断した場合に施行）のみ対
応可能です。
来院時は指定時間に当院駐車場まで、原則として自家用車でお願い
します。来院後は車内待機で電話連絡をお願いします。担当者が来
るまで出向いて対応します。
院内状況により待機時間が長くなる場合や予約を受けられない場合
もあります。

海辺の杜ホスピタル 高知市長浜251番地 088-841-2288 不可
当院通院中の方のみを対象に実施。
予約制ですので必ず事前にご連絡ください。

クリニック ひろと 高知市長浜4823 088-841-2327 14:00～15:00 不可 かかりつけ患者のみで事前予約必要。

長浜病院 高知市長浜801 088-841-2337
9:00～12:00、
14:00～17:00※

9:00～12:00、
14:00～17:00※

9:00～12:00、
14:00～17:00※

9:00～12:00、
14:00～17:00※

9:00～12:00、
14:00～17:00※

9:00～12:00
年齢により
可

13歳～

事前に電話連絡の上、来院お願いします。
駐車場に到着した際に再度電話でお知らせください。
原則として、自家用車内もしくは院外で検査を実施させていただき
ます。
当院ではPCR検査は医師が必要と判断した場合のみ実施となりま
す。本人希望による検査（自費）は実施しておりません。
月～金曜日 9:00～12:00、14:00～17:00
土曜日9:00～12:00
※休・祝祭日の前日 は午前中のみ（9:00～12:00）

永井病院
高知市春野町西分
2027-3

088-894-6611
9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～17:30
(12:30～14:00
休診)

9:00～12:30
(12:30～17:30
休診)

不可
外来診察時間帯に当院かかりつけ患者及び入院患者、入所者を対象
に検査。
受診前に必ず電話連絡をお願いします。

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
11:00~12:00:
15:30~16:30

11:00~12:00:
15:30~16:30

11:00~12:00:
15:30~16:30

11:00~12:00:
15:30~16:30

11:00~12:00:
15:30~16:30

不可

はるの森澤クリニック
高知市春野町東諸木
3163

088-841-0188 原則、当法人のグループホーム入所者に限る

春野うららかクリニック
高知市春野町南ヶ丘
７丁目16番地

088-848-0086
8:30～18:00
(12:30～14:00
休診)

8:30～18:00
(12:30～14:00
休診)

8:30～18:00
(12:30～14:00
休診)

8:30～18:00
(12:30～14:00
休診)

8:30～18:00
(12:30～14:00
休診)

8:30～18:00
(12:30～14:00
休診)

休診 休診 可 0歳～

来院前に必ず代表電話番号へ連絡をお願いします。
指定した時間に自家用車で来院してください。
駐車場に到着したら再度代表電話番号へ連絡し、車の中で待機をお
願いします。
また、一般診療との兼ね合いによりお待たせすることがありますの
で、来院前にお手洗いは済ませてからお越しください。
事前連絡なく、来院された場合は、待ち時間が長くなりますので、
ご了承ください。


