
☆: チーフ・オレンジドクター

●高知市

医療機関名 氏   名 医療機関所在地 電話番号

愛幸病院 岡田 圭史 高知市入明町１４－２ ０８８－８２２－２７３９

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

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

あおぞら診療所高知潮江 松本 務 高知市北竹島町５－１０ ０８８－８３１－７６７０

青山整形外科 青山 茂樹 高知市大津乙１８７７－４ ０８８－８６６－５３６６

秋沢内科 秋澤 準子 高知市東雲町８－４７ ０８８－８８２－３７７０

秋沢内科 秋澤 洋介 高知市東雲町８－４７ ０８８－８８２－３７７０

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

朝倉病院 田中 立夫 高知市朝倉丙１６５３－１２ ０８８－８４４－２７０１

朝倉病院 田辺 裕久 高知市朝倉丙１６５３－１２ ０８８－８４４－２７０１

朝倉病院 藪 吉博 高知市朝倉丙１６５３－１２ ０８８－８４４－２７０１

朝倉深田内科 深田 昭夫 高知市朝倉丙３１８－１０ ０８８－８４３－６０６０

アズマ耳鼻咽喉科・アレルギー科 東 祐史 高知市上町２丁目２－１６ ０８８－８２５－０７０７

愛宕病院（非常勤） 上村 千鶴子 高知市愛宕町１丁目１－１３ ０８８－８２３－３３０１

☆ 愛宕病院（非常勤） 朴 啓彰 高知市愛宕町１丁目１－１３ ０８８－８２３－３３０１

愛宕病院分院 吉田 照雄 高知市長浜６０１２－１ ０８８－８４２－０４１１

☆ 介護老人保健施設あったかケアみずき 細川 恵美子 高知市一宮中町2丁目9-4 ０８８－８４６－６８０６

市川医院 市川 和加 高知市百石町３丁目８－２０ ０８８－８３２－２３６７

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

いずみの病院 夕部 富三 高知市薊野北町２－１０－５３ ０８８－８２６－５５１１

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

伊藤外科乳腺クリニック 安藝 史典 高知市札場１２－１０ ０８８－８８３－６８６８

岩﨑胃腸科内科 岩﨑 明温 高知市薊野東町９－３２ ０８８－８４６－７１７１

うえたクリニック 上田 敬 高知市高そね１３－１４ ０８８－８５５－００３８

潮江高橋病院 西本 仁士 高知市土居町９－１８ ０８８－８３３－２７００

☆ 内田脳神経外科 内田 泰史 高知市塚ノ原37 ０８８－８４３－１００２

梅ノ辻クリニック 山田 洋司 高知市梅ノ辻８－７ ０８８－８３３－４５８０

えだしげ整形外科 枝重 恭一 高知市伊勢崎町１３－１３ ０８８－８７１－２３６６

大川内科 大川 真理 高知市萩町１丁目６－５２ ０８８－８５５－７７１７

岡林病院 岡林 旬子 高知市神田５９８ ０８８－８３２－８８２１

☆ 小谷放射線科・内科 小谷 敬太 高知市吉田町２－８ ０８８－８７３－６１１１

帯屋町ハートクリニック 日浦 正仁 高知市帯屋町２丁目２番９号 帯屋町ＣＥＮＴＲＯ ２Ｆ ０８８－８７５－４９７６

上町病院 田中 十糸子 高知市上町１丁目７－３４ ０８８－８２３－３２７１

上町病院 田中 誠 高知市上町１丁目７－３４ ０８８－８２３－３２７１

☆ かもだの診療所 市川 英明 高知市鴨部２丁目１－１６ ０８８－８４３－３２１５

川村整形外科 川村 武夫 高知市曙町１丁目１９－１ ０８８－８４３－５２５２

川村病院 佐野 修一 高知市上町５丁目６－２０ ０８８－８２３－７４３３

絹川医院 絹川 信彦 高知市桟橋通１丁目７－１７ ０８８－８３３－５２２２

絹川医院 絹川 真英 高知市桟橋通１丁目７－１７ ０８８－８３３－５２２２

きんろう病院 近藤 眞一 高知市薊野北町３丁目２－２８ ０８８－８４５－８７１１

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

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

国吉病院 国吉 宣俊 高知市上町１丁目３－４ ０８８－８７５－０２３１

国吉病院 光岡 妙子 高知市上町１丁目３－４ ０８８－８７５－０２３１

くぼぞえ外科胃腸内科 久保添 忠彦 高知市相生町１ー２０ ０８８－８８４－５６２２

クリニックひろと 楠瀬 博人 高知市長浜４８２３ ０８８－８４１－２３２７

毛山病院 吉田 隆一郎 高知市知寄町１丁目２－２ ０８８－８８３－０５１５

高知鏡川病院 國行 陸海 高知市城山町２７０ ０８８－８３３－４３２８

高知鏡川病院 大久保 晃 高知市城山町２７０ ０８８－８３３－４３２８

高知県立精神保健福祉センター 山﨑 正雄 高知市丸ノ内２丁目４－１ ０８８－８２１－４９６６

☆ 高知厚生病院 計田 香子 高知市葛島１丁目９－５０ ０８８－８８２－６２０５

高知厚生病院 沖 勇一 高知市葛島１丁目９－５０ ０８８－８８２－６２０５

高知厚生病院 山口 泰子 高知市葛島１丁目９－５０ ０８８－８８２－６２０５

高知厚生病院 山口 龍彦 高知市葛島１丁目９－５０ ０８８－８８２－６２０５

こうち在宅医療クリニック 壷井 康一 高知市上町2丁目４－１７ ０８８－８２６－２７７７

高知市保健所 堀川 俊一 高知市丸ノ内１丁目７ー４５ ０８８－８２２－１１９６

高知生協病院 小野川 高弘 高知市口細山２０６－９ ０８８－８４０－０１２３

高知整形・脳外科病院 伊野部 卓志 高知市上町４丁目７－２０ ０８８－８２２－１２８５

高知整形・脳外科病院 弘瀬 健吾 高知市上町４丁目７－２０ ０８８－８２２－１２８５

☆ 高知赤十字病院 溝渕 樹 高知市秦南町１丁目４番６３－１１ ０８８－８２２－１２０１

☆ 高知高須病院 吉本 幸生 高知市大津乙２７０５－１ ０８８－８７８－３３７７

☆ 高知中央クリニック 松岡 尚則 高知市杉井流１４－１５ ０８８－８０２－７００７

高知西病院 梶谷 充 高知市神田３１７－１２ ０８８－８４３－１５０１

高知西病院 山田 光俊 高知市神田３１７－１２ ０８８－８４３－１５０１

☆ 高知病院 野並 誠二 高知市相生町１－３５ ０８８－８８３－３２１１

高知病院 野並 壽夫 高知市相生町１－３５ ０８８－８８３－３２１１

もの忘れ・認知症相談医（こうちオレンジドクター）名簿 （R４.8.4時点）



高知病院 町田 健一 高知市相生町１－３５ ０８８－８８３－３２１１

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

三愛病院（非常勤） 上村 千鶴子 高知市一宮西町１丁目７－２５ ０８８－８４５－５２９１

三愛病院 細木 秀美 高知市一宮西町１丁目７－２５ ０８８－８４５－５２９１

さんさんクリニック 下保 訓伸 高知市鷹匠町１ー１－８ ０８８－８２２－５５３１

塩見クリニック 塩見 精朗 高知市六泉寺町８７－５ ０８８－８０５－０００２

島崎クリニック 島崎 修行 高知市桟橋通２丁目１２－５ ０８８－８３３－３３４４

島津病院 島津 栄一 高知市比島町４丁目６－２２ ０８８－８２３－２２８５

島本病院 島本 政明 高知市帯屋町２丁目６－３ ０８８－８７３－６１３１

島本病院 丸吉 夏英 高知市帯屋町２丁目６－３ ０８８－８７３－６１３１

下村病院 近藤 雄二 高知市南はりまや町１丁目７－１５ ０８８－８８２－７１６１

新木診療所 市川 博和 高知市高須３丁目１２ー４０ ０８８－８８４－５５０３

杉本整形外科 杉本 康三 高知市高須２丁目１８ー１９ ０８８－８８４－５１００

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

誠内科 沖野 誠賢 高知市仁井田４３５０－２ ０８８－８４７－６０００

瀬戸内科 瀬戸 匠 高知市愛宕町２丁目２２－３ ０８８－８７３－１７９４

竹下病院 竹下 篤範 高知市与力町３番８号 ０８８－８２２－２３７１

☆ 竹下病院 竹下 実希 高知市与力町３番８号 ０８８－８２２－２３７１

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

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

段原内科 段原 義文 高知市瀬戸１丁目２－６１ ０８８－８４２－７１１１

☆ 近森病院 近森 正康 高知市大川筋１丁目１－１６ ０８８－８２２－５２３１

近森リハビリテーション病院 松本 道明 高知市廿代町２－２２ ０８８－８２２－５２３１

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

つねまつ内科 常松 建夫 高知市大津乙１０４１－４ ０８８－８６６－５０５５

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

図南病院 久 明史 高知市知寄町１－５－１５ ０８８－８８２－３１２６

図南病院 久 直史 高知市知寄町１－５－１５ ０８８－８８２－３１２６

なかやまクリニック内科・循環器科 中山 徹 高知市介良乙１０４９ 高知東メディカルスクエア３階 ０８８－８７８－７００７

☆ 菜の花診療所 北村 ゆり 高知市追手筋１丁目９－２２ ０８８－８２５－１６２２

永井病院 市川 德和 高知市春野町西分２０２７－３ ０８８－８９４－６６１１

永野耳鼻咽喉科・アレルギー科医院 永野 稔明 高知市上町５丁目２－１４ ０８８－８７２－２３８８

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

長浜病院 濱口 正章 高知市長浜８０１ ０８８－８４１－２３３７

ハートフルクリニック 宮本 信昭 高知市東秦泉寺７５－１ ０８８－８７２－２６００

畠中クリニック 畠中 卓士 高知市追手筋１丁目９－２２ ０８８－８２２－６１０５

浜田循環器内科 濱田 富雄 高知市本町５丁目２ー１６ ０８８－８２３－８１７０

原脳神経外科 原  將浩 高知市中水道８－１ ０８８－８２４－８１８１

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

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

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

久病院 沖 卓史 高知市桜井町１丁目２－３５ ０８８－８８３－６２６４

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

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

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

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

福田心臓消化器内科 竹田 修司 高知市東秦泉寺６７番地１ ０８８－８２２－１１２２

福田心臓消化器内科 原田 良司 高知市東秦泉寺６７番地１ ０８８－８２２－１１２２

福留内科 松本 浩利 高知市介良乙３２３６－２ ０８８－８６０－５６９６

福森循環器科小児科 福森 重剛 高知市葛島２丁目３－２１ ０８８－８８４－３１６１

藤井クリニック 藤井 貴章 高知市朝倉乙９８８ ０８８－８４４－７０７０

二山整形外科 二山 孝司 高知市潮新町１丁目６－３０ ０８８－８３２－００１１

細木眼科 細木 敬三 高知市日の出町１－１０ ０８８－８８５－４１１４

細木病院 栗坂 昌宏 高知市大膳町３７ ０８８－８２２－７２１１

松岡胃腸科内科 松岡 錬三 高知市和泉町３－２５ ０８８－８２５－３３２５

松岡クリニック 松岡 久富 高知市横内４５４ ０８８－８４４－７１１７

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

南病院 南 順文 高知市本町３丁目６－２８ ０８８－８２２－０５０５

みなみの風診療所 今井 稔也 高知市栄田町３－７－１ ０８８－８２６－３７３０

☆ もみのき病院 森木 章人 高知市塚ノ原６－１ ０８８－８４０－２２２２

もみのき病院 内田 邦子 高知市塚ノ原６－１ ０８８－８４０－２２２２

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

山下脳神経外科 山下 睦 高知市南元町３－１３ ０８８－８２５－２０６０

山中外科・整形外科 山中 賢廣 高知市西秦泉寺３７３－１ ０８８－８２２－１８８８

山村病院 宗石 秀典 高知市下島町１１ ０８８－８７２－５０３８

山村病院 山村 栄一 高知市下島町１１ ０８８－８７２－５０３８

☆ 吉村神経内科リハビリクリニック 吉村 江理 高知市百石町２丁目２－１ ０８８－８３２－６４３１

吉村神経内科リハビリクリニック 吉村 耕一 高知市百石町２丁目２－１ ０８８－８３２－６４３１

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

依岡内科 依岡 秀典 高知市横浜新町３丁目１１６ ０８８－８４１－１１７０

よりみつ内科消化器内科 依光 幸一 高知市三園町２２７ ０８８－８２４－３９５５


