
県内指定医療機関一覧（病院）

令和４年２月28日現在

施　　設　　名  所　　在　　地

1 やまもと病院 室戸市羽根町乙1392

2 室戸中央病院 室戸市室津2273

3 高知県立あき総合病院 安芸市宝永町3-33

4 森澤病院 安芸市本町2-13-32

5 田野病院 安芸郡田野町1414-1

6 芸西病院 安芸郡芸西村和食甲4268

7 野市中央病院 香南市野市町東野555-18

8 香長中央病院 香美市土佐山田町西本町5-5-34

9 同仁病院 香美市土佐山田町百石町2-5-20

10 香北病院 香美市香北町美良布1064-9

11 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

12 大杉中央病院 長岡郡大豊町中村大王1497-1

13 早明浦病院 土佐郡土佐町田井1372

14 安部病院 吾川郡仁淀川町岩丸102

15 佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲1687

16 清和病院 高岡郡佐川町乙1777

17 北島病院 高岡郡越知町越知甲1662

18 前田病院 高岡郡越知町越知甲2133

19 山崎外科整形外科病院 高岡郡越知町越知甲2107-1

20 山崎病院 高岡郡越知町越知甲2041-3

21 一陽病院 須崎市赤崎町9-3

22 高陵病院 須崎市横町1-28

23 須崎くろしお病院 須崎市緑町4-30

24 ﾈｵﾘｿﾞｰﾄちひろ病院 須崎市中町1-6-25

25 なかとさ病院 高岡郡中土佐町久礼6614

26 大西病院 高岡郡四万十町古市町6-12

27 くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付902-1

28 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

29 木俵病院 四万十市中村一条通3-3-25

30 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

31 竹本病院 四万十市右山1973-2

32 中村病院 四万十市中村小姓町75

33 森下病院 四万十市中村一条通2-44

34 吉井病院 四万十市中村大橋通6-7-5

35 渡川病院 四万十市具同2278-1

36 大井田病院 宿毛市中央8-3-6

37 高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3-1

38 筒井病院 宿毛市平田町戸内1802

39 幡多希望の家 宿毛市平田町中山867

40 聖ケ丘病院 宿毛市押ノ川1196

41 足摺病院 土佐清水市旭町18-71

42 渭南病院 土佐清水市越前町6-1

43 松谷病院 土佐清水市天神町14-18

44 大月町国民健康保険大月病院 幡多郡大月町鉾土603



県内指定医療機関一覧（診療所）
令和４年２月28日現在

施　　設　　名 住           所

1 高知高須病院室戸クリニック 室戸市室津1

2 松本医院 室戸市吉良川町甲2263

3 丸山長寿園診療所 室戸市室戸岬町1675

4 室戸市立室戸岬診療所 室戸市室戸岬町5368-3

5 むろと・はまゆう園医務室 室戸市室津928番地1

6 むろとぴあ医院 室戸市浮津60-1

7 ＥＡＳＴマリンクリニック 安芸市矢の丸3-1-25

8 安芸えきまえ耳鼻科 安芸市矢ノ丸4-2-12

9 安芸クリニック 安芸市東浜158番地1

10 安芸療護園診療室（休止R2.1.1～R2.7.31）休止R2.1.1～ 安芸市赤野甲564

11 医療法人巧会　つつい脳神経外科 安芸市本町2-2-1

12 宇都宮内科 安芸市染井町1-38

13 尾木医院 安芸市本町3-10-30

14 高知県安芸保健所 安芸市矢ノ丸1-4-36

15 高知高須病院附属安芸診療所 安芸市港町2-635

16 社会福祉法人内原野会特別養護老人ホームつつじの丘医務室 安芸市川北乙1735

17 社会福祉法人土佐厚生会特別養護老人ホーム八流荘 安芸市赤野甲561-2

18 すぎもと眼科 安芸市本町2-4-3

19 津田クリニック 安芸市庄之芝町9-34

20 まつうら内科消化器科 安芸市土居1949-1

21 矢の丸眼科 安芸市矢ノ丸3-2-17

22 養護老人ホーム清香園医務室 安芸市川北甲3731

23 医療法人仁栄会島津クリニック 須崎市西古市町3-15

24 浦ノ内診療所 須崎市浦ノ内東分168-114

25 北川眼科 須崎市緑町1-1

26 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

27 高知県須崎保健所 須崎市東古市町6-26

28 須崎医療クリニック 須崎市多ノ郷甲5748-1

29 須崎菅野医院 須崎市西糺町1

30 特別養護老人ホーム清流荘診療所 須崎市上分丙1758ｰ2

31 中山整形外科 須崎市妙見町9-10

32 南診療所（休止R元.11.1～再開されるまで）R元.11.1 須崎市大谷208ｰ1

33 もりはた小児科 須崎市緑町90

34 医療法人鬨の会大野内科 四万十市渡川1-1-3

35 医療法人島津会幡多クリニック 四万十市右山天神町10-12

36 小原外科・肛門科・胃腸科 四万十市右山元町3-3-15

37 要医院 四万十市駅前町13-17

38 かわせみ診療所 四万十市西土佐用井1110-1

39 菊地産婦人科医院 四万十市中村桜町19

40 こいけクリニック 四万十市中村大橋通6-3-7

41 高知県幡多保健所 四万十市中村山手通19

42 こじま眼科 四万十市駅前町9-20

43 さくらクリニック 四万十市古津賀4-63

44 佐々木整形外科医院 四万十市中村一条通5-79-2

45 さたけ小児科 四万十市具同田黒3-1-3

46 四万十市奥屋内へき地出張診療所 四万十市西土佐奥屋内981-1

47 四万十市国民健康保険大宮出張診療所 四万十市西土佐大宮1759

48 四万十市国民健康保険口屋内出張診療所 四万十市西土佐口屋内101-1

49 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

50 四万十診療所（休止R3.8.11～R4.8.10）休止R3.8.11～ 四万十市具同2882-1

51 たかはし皮フ科 四万十市具同田黒2-12-49

52 竹本病院附属大川筋診療所 四万十市川澄1106－4

53 竹本病院附属富山診療所 四万十市大用348

54 特別養護老人ホーム四万十の郷医務室 四万十市安並字東丸5803番地

55 特別養護老人ホーム光優医務室 四万十市古津賀3742-17

56 特別養護老人ホーム夢の丘医務室 四万十市右山2041-18

57 中村クリニック 四万十市中村大橋通7-1-10

58 まあるいこころクリニック 四万十市具同6775-1

59 正木整形外科 四万十市中村新町2丁目9番地

60 まつもと耳鼻咽喉科 四万十市具同田黒2-150

61 養護老人ホーム白藤園医務室 四万十市右山1973-2

62 いしはらクリニック 宿毛市宿毛5490

63 いなげ胃腸科内科 高知県宿毛市高砂33-17

64 伊与田眼科 宿毛市長田町3-22-2

65 奥谷整形外科 宿毛市駅前町2-703

66 川村内科クリニック 宿毛市平田町戸内1256

67 公益財団法人高知県総合保健協会幡多健診センター 宿毛市山奈町芳奈字大倉山3-9

68 宿毛市立沖の島へき地診療所 宿毛市沖ノ島町母島1005

69 宿毛市立沖の島へき地診療所弘瀬出張所 宿毛市沖ノ島町弘瀬344

70 高見眼科 宿毛市宿毛5495-15

71 田村内科クリニック 宿毛市宿毛字鷺洲5361-7

72 特別養護老人ホーム千寿園医務室 宿毛市小筑紫町福良80-6

73 特別養護老人ホ-ム豊寿園医務室 宿毛市平田町戸内1813-1

74 あしずり岬診療所 土佐清水市天神町1-26

75 かずクリニック 土佐清水市本町10-3

76 障害者支援施設太陽の家医務室 土佐清水市以布利55

77 特別養護老人ホームあんきな家清水ヶ丘医務室 土佐清水市清水ヶ丘30-2

78 特別養護老人ホームしおさい医務室 土佐清水市以布利83-5

79 土佐清水市診療所 土佐清水市天神町11-2

80 土佐丹羽クリニック 土佐清水市幸町5番3号

81 赤岡医院 香南市赤岡町569

82 おひさまこどもクリニック 香南市野市町西野651-1

83 かがみ診療所 香南市香我美町岸本ルノ丸328-174

84 北村産婦人科 香南市野市町西野551-3

85 香南香美老人ホーム組合立特別養護老人ホーム三宝荘医務室 香南市野市町母代寺188

86 香南市赤岡保健センター臨時開設診療所 香南市赤岡町1327番地香南市赤岡保健センター

87 さとう循環器消化器科 香南市野市町西野587-15

88 身体障害者支援施設のぞみの家医務室 香南市吉川町古川八幡北新開340-2

89 近森医院 香南市野市町東野字446-3

90 鈴木内科 香南市野市町みどり野1-64

91 寺田内科 香南市夜須町坪井23-1

92 特別養護老人ホームオーベルジュ医務室 香南市野市町東野354-18

93 特別養護老人ホーム香南赤岡苑 香南市赤岡町1160-1
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94 西山内科 香南市野市町西野51-1

95 のいち眼科 香南市野市町西野1945

96 のいち耳鼻咽喉科医院 香南市野市町西野2343

97 野市整形外科医院 香南市野市町西野2235

98 疋田内科 香南市野市町西野2636-6

99 藤川クリニック 香南市野市町西野2192-2

100 藤田整形外科 香南市野市町東野169-1

101 三谷医院 香南市野市町西野555番地2

102 もえぎクリニック 香南市赤岡町2066-3

103 夜須診療所 香南市夜須町手結298-30

104 山北内科リハビリクリニック 香南市香我美町山北1304-1

105 陸上自衛隊高知駐屯地医務室 香南市香我美町上分字坂川3390

106 岩河整形外科 香美市土佐山田町百石町2-4-20

107 宇賀循環器内科・歯科 香美市土佐山田町西本町2-3-1

108 香美市立大栃診療所 香美市物部町大栃898-1

109 楠瀬医院 香美市土佐山田町楠目100

110 楠目循環器科内科・眼科 香美市土佐山田町百石町1-11-21

111 高知県中央東保健所 香美市土佐山田町山田1128-1

112 香南香美老人ホーム組合立特別養護老人ホーム白寿荘医務室 香美市香北町永野2152

113 小松内科 香美市土佐山田町百石町1-7-8

114 坂本内科 香美市土佐山田町東本町4-1-38

115 さくら香美クリニック 香美市土佐山田町117-13

116 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

117 たにむら産婦人科 香美市土佐山田町宝町1-31-1

118 特別養護老人ホームウエルプラザやまだ荘医務室 香美市土佐山田町秦山町３丁目４番20号

119 とさやまだクリニック 香美市土佐山田町548

120 韮生郷　医務室 香美市物部町大栃字宮ノナロ89-1

121 びらふ診療所 香美市香北町美良布1317

122 前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布1516-3

123 村上内科循環器科 香美市土佐山田町2289-6

124 八井田医院 香美市土佐山田町西本町5-3-21

125 安岡クリニック 香美市土佐山田町楠目字郷本163

126 寿美医院 安芸郡東洋町甲浦542

127 野根診療所 安芸郡東洋町大字野根丙1411-1

128 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合立愛光園医務室 安芸郡奈半利町乙440-1

129 いちごクリニック 安芸郡奈半利町乙1628

130 はまうづ医院 安芸郡奈半利町乙3742-1

131 宮田内科 安芸郡奈半利町乙2658-1

132 中芸クリニック 安芸郡田野町2145-1

133 和田医院 安芸郡安田町安田1750

134 馬路村立馬路診療所 安芸郡馬路村大字馬路405-1

135 魚梁瀬診療所 安芸郡馬路村魚梁瀬10-11

136 芸西オルソクリニック 安芸郡芸西村和食甲1495-1

137 特別養護老人ホームウエルプラザ洋寿荘医務室 安芸郡芸西村西分乙297

138 深谷内科 安芸郡芸西村和食甲1604

139 天空の里診療所 長岡郡本山町本山字東畑978番地2

140 本山町立汗見川へき地診療所 長岡郡本山町沢ヶ内524-1

141 大田口医院 長岡郡大豊町船戸60-2

142 高橋医院 長岡郡大豊町大滝498

143 田井医院 土佐郡土佐町田井1457

144 特別養護老人ホームトキワ苑医務室 土佐郡土佐町田井1377-29

145 大川村国民健康保険小松診療所 土佐郡大川村小松78-5

146 いの町立国民健康保険大橋出張診療所 吾川郡いの町脇ノ山264-5

147 いの町立国民健康保険越裏門出張診療所 吾川郡いの町越裏門246-6

148 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

149 いの町立国民健康保険仁淀病院附属吾北診療所 吾川郡いの町上八川甲1953-1

150 高岩診療所 吾川郡いの町小川東津賀才85

151 特別養護老人ホーム吾北荘医務室 吾川郡いの町下八川丁1676

152 高吾北広域町村事務組合特別養護老人ホームあがわ荘医務室 吾川郡仁淀川町本村89-1

153 高吾北広域町村事務組合立特別養護老人ホームもみじ荘医務室 吾川郡仁淀川町岩丸848

154 酒井医院 吾川郡仁淀川町土居甲941

155 西村医院 吾川郡仁淀川町森2577-3

156 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

157 上ノ加江クリニック 高岡郡中土佐町上ノ加江小湊277-10

158 クリニック土佐久礼 高岡郡中土佐町久礼6728-1

159 特別養護老人ホーム大野見荘診療所 高岡郡中土佐町大野見吉野中山5-1

160 特別養護老人ホーム望海の郷医務室 高岡郡中土佐町上ノ加江小奏277-10

161 中土佐町立大野見診療所 高岡郡中土佐町大野見吉野234

162 中土佐町立上ノ加江診療所 高岡郡中土佐町上ノ加江2415-1

163 中土佐町立矢井賀診療所(休止R3.4.1～R4.3.31)休止H21.7.1～ 高岡郡中土佐町矢井賀甲139

164 養護老人ホーム双名園医務室 高岡郡中土佐町久礼5998

165 くぼたこどもクリニック 高岡郡佐川町甲1050-5

166 高吾北広域町村事務組合立特別養護老人ホーム春日荘医務室 高岡郡佐川町乙2340

167 高知県中央西保健所 高岡郡佐川町甲1243-4

168 佐川町立高北国民健康保険病院附属尾川診療所 高岡郡佐川町本郷耕1928-1

169 佐川町立高北国民健康保険病院附属黒岩診療所 高岡郡佐川町黒原7708-2

170 特別養護老人ホームわかきの桜医務室 高岡郡佐川町乙3127番1

171 西森医院 高岡郡佐川町中組49-4

172 藤井医院 高岡郡佐川町乙1869

173 森耳鼻咽喉科 高岡郡佐川町甲1360-1

174 わだ眼科・皮膚科 高岡郡佐川町甲1351-1

175 岡本内科 高岡郡越知町越知甲1678

176 高吾北広域町村事務組合特別養護老人ホーム五葉荘医務室 高岡郡越知町越知甲946

177 障害者支援施設梼原みどりの家診療所 高岡郡梼原町広野644

178 特別養護老人ホーム檮原ふじの家診療所 高岡郡檮原町広野636-4

179 檮原町立四万川診療所 高岡郡檮原町六丁152

180 梼原町立松原診療所 高岡郡檮原町松原578

181 聴覚障害者養護老人ホーム静幸苑医務室 高岡郡日高村本村442-2

182 特別養護老人ホームコスモスの里医務室 高岡郡日高村沖名1

183 土佐くすのき荘医務室 高岡郡日高村本村字土橋5-5

184 日高クリニック 高岡郡日高村本郷字瀧ﾉ前7

185 高陵特別養護老人ホーム葉山荘診療所 高岡郡津野町姫野々417

186 津野町国民健康保険杉ノ川診療所 高岡郡津野町杉ノ川甲38-3



県内指定医療機関一覧（診療所）
令和４年２月28日現在

施　　設　　名 住           所

187 津野町国民健康保険姫野々診療所 高岡郡津野町姫野々473-1

188 つのやまクリニック 高岡郡津野町力石2829-3

189 津野山養護老人ホーム組合高原荘医務室 高岡郡津野町力石5082

190 石川ヘルスクリニック 高岡郡四万十町榊山町7-23

191 大道へき地診療所 高岡郡四万十町大道1351-9

192 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

193 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

194 志和出張土居診療所 高岡郡四万十町志和442-1四万十町志和コミュニティーセンター

195 身体障害者療護施設オイコニア医務室 高岡郡四万十町仁井田462

196 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

197 武田医院 高岡郡四万十町4-8
198 土居診療所 高岡郡四万十町本堂401-8

199 特別養護老人ホーム大井川 高岡郡四万十町大井川1462-1

200 特別養護老人ホーム窪川荘医務室 高岡郡四万十町影野640-2

201 特別養護老人ホーム四万十荘医務室 高岡郡四万十町大正576

202 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

203 大月町立特別養護老人ホーム大月荘医務室 幡多郡大月町鉾土604-7

204 西村医院 幡多郡大月町弘見1422-7

205 特別養護老人ホーム星ヶ丘医務室 幡多郡三原村宮の川1271-10

206 三原村国民健康保険診療所 幡多郡三原村来栖野479

207 大方クリニック 幡多郡黒潮町入野2016-1

208 黒潮町国保伊与喜出張診療所 幡多郡黒潮町伊与喜25-1

209 黒潮町国保拳ノ川診療所 幡多郡黒潮町挙ノ川31-1

210 黒潮町国保鈴出張診療所 幡多郡黒潮町鈴317-3

211 佐賀診療所 幡多郡黒潮町佐賀746-1

212 社会福祉法人黒潮福祉会黒潮町特別養護老人ホームかしま荘医務室 幡多郡黒潮町佐賀3177

213 社会福祉法人黒潮福祉会特別養護老人ホームシーサイドホーム医務室 幡多郡黒潮町有井川12-1

214 出口クリニック 幡多郡黒潮町出口2070



県内指定医療機関一覧（介護老人保健施設）
令和3年7月1日現在

施設名 住所

1 老人保健施設 あさひ 高知県室戸市領家1-1

2 老人保健施設 暖流 高知県須崎市緑町4-30

3 老人保健施設 ぎんなん荘 高知県宿毛市平田町戸内1802

4 介護老人保健施設 サンケアしみず 高知県土佐清水市天神町14-18

5 老人保健施設 治優園 高知県四万十市中村愛宕町29

6 介護老人保健施設 いろは館 高知県四万十市不破巾着島2050-20

7 介護老人保健施設 あいさんさん 高知県四万十市駅前町9-16

8 介護老人保健施設 あいの里 高知県香南市香我美町岸本ルノ丸328-174

9 老人保健施設 しお風 高知県香南市赤岡町六反地1186-1

10 介護老人保健施設 とさやまだファミリア 高知県香美市土佐山田町548

11 介護老人保健施設 あじさいの里 高知県香美市香北町美良布1317

12 介護老人保健施設 ヘルシーケアなはり 高知県安芸郡奈半利町乙3740-1

13 介護老人保健施設 リゾートヒルやわらぎ 高知県安芸郡芸西村和食甲4249

14 介護老人保健施設 レイクビューさめうら 高知県土佐郡土佐町田井1372

15 介護老人保健施設 希望 高知県高岡郡佐川町甲1687

16 介護老人保健施設 ライブリーハウス輝 高知県高岡郡越知町越知甲1667-3

17 医療法人高幡会 介護老人保健施設 あけぼの 高知県高岡郡四万十町古市町6-12

18 介護老人保健施設 アザレア 高知県高岡郡四万十町見付902-1


