
医療機関名 住所 電話番号 診療科目 受診する際の注意事項

1 寺尾内科クリニック 高知市はりまや町1-5-33 088-884-8880 内科

2 愛宕病院 高知市愛宕町1丁目1-13 088-823-3301 内科 事前に、内科外来へ電話(088-823-3301)で予約してください。

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

4 県庁前クリニック 高知市升形4-3 088-823-6651 内科

5 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 内科

6 大川内科 高知市萩町1丁目6－52 088-855-7717 内科
初診の方は予約ができませんので、当日直接お越しください。診察の
順番は、再診予約の方を優先しておりますので、お待たせしますこと
をご了承ください。

7 市川医院 高知市百石町3-8-20 088-832-2367 内科
必ず電話で予約をお願いします。その際おおまかな病状の経過をお伺
いします。

8 谷田内科クリニック 高知市本町4丁目1-52 088-854-7050 内科
予約不要。当院初めての方は、15時迄に、それ以外の方は、15時30分
迄に来院下さい。

9 朝倉さわやかクリニック 高知市朝倉丙350番地1 088-850-0070
内科
循環器内科

受診前に必ず連絡をください。

10 長浜病院 高知市長浜801 088-841-2337
内科
消化器科内科
呼吸器科

事前に電話にてお問い合わせください。医師の判断により診療を行い
ます。

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

12 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
内科
精神科

電話にて事前に受診予約をお願いします。

13 みなみの風診療所 高知市栄田町3丁目７-１ 088-826-3730
内科
リハビリテーション科

コロナ罹患後、隔離期間がすぎても、咳などの症状が残存しているた
めの受診希望については、予約は不要ですので、診療時間内にお越し
ください。
発熱があり、コロナ感染等を心配される方については、電話予約をお
願いしたいです。朝8時半から電話受付しています。
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14 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
内科
小児科

来院前に、電話を頂くようになります。その際、案内を致します。
また、他院受診にてお薬を飲まれている方は、お薬手帳または内容の
分かる情報をご持参ください。

15 瀬戸内科 高知市愛宕町2丁目22-3 088-873-1794
内科
呼吸器科

16 Dr.オヤマ診療所 高知市追手筋1丁目9-22 088-826-6551 漢方外来
・予約制なので、事前の電話予約必要。
・治療は、漢方治療が中心になると思います。

17 内田産婦人科 高知市南久万39-2 088-873-0010 産婦人科

18 こさい耳鼻咽喉科 高知市一ツ橋町2丁目169-1 088-825-3387 耳鼻咽喉科
新型コロナ肺炎検査、診察不可能。インフルエンザは検査、診察可
能。予約は不要。

19 おがわハートクリニック 高知市神田840-1 088-805-0810 循環器内科
受診日、受診時刻、受診方法につきましては、予め電話連絡の上、当
院よりの指示に従って下さい。ご希望の受診日・受診時刻、症状の内
容によっては、当院で、診察をお受け頂けない場合があります。

20 島本病院 高知市帯屋町2丁目6-3 088-873-6131 神経内科

21 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
耳鼻咽喉科
アレルギー科
気管食道科

予約が必要（ホームページ経由でWEB問診および予約が望ましい）

22 あさひ石川クリニック 高知市中須賀町107 088-822-8862
明らかな耳鼻科症状でない方
予約不要

23 松本医院 室戸市吉良川町甲2263 0887-25-3455 内科

24 田野病院 安芸郡田野町1414‐1 0887-38-7111
内科
小児科

一般の内科、小児科での診察となります。

25 宇都宮内科 安芸市染井町1-38 0887-32-0500
内科
小児科

予約は要りません。一般患者と同じ扱いでメンタル面も含めて、出来
る限りの対応を致します。

26 高知県立あき総合病院 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111 内科 事前予約は必要ありません。一般内科での診療となります。

27 つつい脳神経外科 安芸市本町2丁目2-1 0887-34-0221 脳神経外科 予約制になりますので、受診前に必ず電話連絡をお願いします。
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28 南国病院 南国市大そね甲1479-3 088-864-3137 内科
当院は予約診療となっておりますので、受診の際はお電話でご予約を
お願いいたします。
予約受付時間：13時30分～16時30分

29 高田内科 南国市大埇乙1253-8 088-863-3925 内科

＊精神科的症状（気分のおちこみ等）を省いた内科的症状のみの診察
となります
＊症状が強い（咳がひどい等）方は車で待機していただく場合があり
ますのでご了承ください

30 きび診療所 南国市明見800 088-804-6500 内科 必ず電話で問い合わせをお願いします

31 ありさわ耳鼻咽喉科 南国市篠原131-1 088-863-3600 耳鼻咽喉科 電話予約要

32
あけぼのクリニック
（現在、診療休止中）

南国市田村乙1992-1 088-878-6611 小児科
初診時は診療時間内でお受けします。診療内容によっては、時間を決
め、再診して頂きます。

33 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 小児科 あらかじめ電話で確認をお願いします

34 嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450 内科 事前に予約必要

35 岸本内科 土佐市宇佐町宇佐1738 088-856-0134 内科

36 土佐市立土佐市民病院 土佐市高岡町甲1867 088-852-2151 内科等 受診の際は事前にお問合せ下さい。

37 松岡内科 土佐市高岡町甲2158-2 088ー852ー4403 内科 事前に電話をお願いします。

38 橋本外科胃腸科内科 土佐市高岡町甲750-1 088-852-5522 内科 まず電話連絡お願いします。できる限り車で来院して下さい。

39 とんぼクリニック 吾川郡いの町205 088-879-0222
内科
心療内科

40 高岡内科 吾川郡いの町新町86 088-892-0296
内科
呼吸器内科

受診を希望される方は、電話連絡をお願いします。
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41 安部病院 吾川郡仁淀川町岩丸102 0889-34-2011 内科

受診前に必ずご連絡ください。コロナ罹患後の療養期間が終了してい
る方であっても、咳等の症状が強く続いている方は車で待機して頂く
場合があります。
主に内科的症状の診察になります。

42 清和病院 高岡郡佐川町乙1777 0889-22-0300
外科
内科

受診前に必ず連絡をし、診察の可否を確認してから来院してくださ
い。

43 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 内科
院内感染の観点から受入れが困難な場合もあります。
まずは電話で受診が可能か相談ください。

44 北島病院 高岡郡越知町越知甲1662 0889-26-0432
必要に応じて診療科目
を固定せず診療しま
す。

必ず電話連絡の上、指示された時間にご来院ください。

45 岡本内科 高岡郡越知町越知甲1678 0889-26-1121 内科 受診前には電話連絡をお願いします。

46 高陵病院 須崎市横町1-28 0889-42-2485 内科・外科 受診を希望される方は、電話連絡をお願いします。

47 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
内科
神経科

直接来院される場合は、コロナ罹患後の療養期間が終了している方に
限ります。
なお発熱や咽頭痛、咳等の風邪症状のある方は事前に電話連絡をお願
いします。

48 筒井病院 宿毛市平田町戸内1802 0880-66-0013 内科 事前に電話連絡の上、受診ください。

49 いしはらクリニック 宿毛市宿毛5490 0880-62-0505 耳鼻咽喉科 電話による事前予約が必要

50 あしずり岬診療所 土佐清水市天神町1-26 0880-87-9100
内科
外科
消化器内科
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51 渭南病院 土佐清水市越前町6-1 0880-82-1151 外科

発熱外来での予約必要
　診療日：月～金
　診療時間：10時～13時
　予約方法：当日電話予約（開始8：30　終了12：00）
　受診方法：原則ドライブスルー

留意事項
　他院で診断された方は、「新型コロナウイルス感染症と診断された
方へ」の用紙を持参してください。また、陽性フォローアップセン
ターに登録している方は、その登録内容をスマホで確認させて頂きま
す。なお、他院で処方された薬がある場合はその内容がわかるものを
ご持参ください。

52 温クリニック四万十 四万十市具同5390 0880-34-8280 内科
循環器症状、呼吸器症状のある方のみ対応いたします。
中学生以上

53 木俵病院 四万十市中村一条通3-3-25 0880-34-1211 内科 受診前にお問い合わせをお願い致します。

54 中村クリニック 四万十市中村大橋通7-1-10 0880-34-5100 内科
月・火・水・金曜日の16：30から診察。
15：30までに事前電話連絡をしてください。

55 大方クリニック 幡多郡黒潮町入野2016-1 0880-43-2255 内科 症状によって診療可能な時間が異なるため、電話予約が必要です。


