
令和4年7月現在【92医療機関】

医療機関名 所在地 電話番号

高知県立あき総合病院 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111

高知高須病院附属安芸診療所 安芸市港町2-635 0887-34-3848

森澤病院 安芸市本町2-13-32 0887-34-1155

田野病院 安芸郡田野町1414-1 0887-38-7111

芸西病院 安芸郡芸西村和食甲4268 0887-33-3883

高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5811

ＪＡ高知病院 南国市明見字中野526-1 088-863-2181

高田内科 南国市大埇乙1253-8 088-863-3925

南国厚生病院 南国市立田1180 088-863-3030

南国中央病院 南国市後免町3-1-27 088-864-0001

南国病院 南国市大埇甲1479-3 088-864-3137

藤原病院 南国市大埇乙995 088-863-1212

野市整形外科医院 香南市野市町西野2235 0887-56-3063

野市中央病院 香南市野市町東野555-18 0887-55-1101

香長中央病院 香美市土佐山田町西本町5-5-34 0887-53-5155

嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450

朝倉病院 高知市朝倉丙1653-12 088-844-2701

愛宕病院 高知市愛宕町1-1-13 088-823-3301

愛宕病院分院 高知市長浜6012-1 088-842-0411

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

一宮きずなクリニック 高知市一宮東町5-5-13 088-846-2221

いずみの病院 高知市薊野北町2-10-53 088-826-5511

潮江高橋病院 高知市土居町9-18 088-833-2700

岡林病院 高知市神田598 088-832-8821

岡村病院 高知市入明町1-5 088-822-5155

川村病院 高知市上町5-6-20 088-823-7433

きんろう病院 高知市薊野北町3-2-28 088-845-8711

国吉病院 高知市上町1-3-4 088-875-0231

下司病院 高知市本町3-5-13 088-823-3257

毛山病院 高知市知寄町1-2-2 088-883-0515

高知医療センター 高知市池2125-1 088-837-3000

高知厚生病院 高知市葛島1-9-50 088-882-6205

高知生協病院 高知市口細山206-9 088-840-0123

高知赤十字病院 高知市新本町2-13-51 088-822-1201
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高知高須病院 高知市大津乙2705-1 088-878-3377

高知西病院 高知市神田317-12 088-843-1501

高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊767-5 088-840-3535

高知病院 高知市相生町1-35 088-883-3211

国立高知病院 高知市朝倉西町1-2-25 088-844-3111

三愛病院 高知市一宮西町1-7-25 088-845-5291

島崎クリニック 高知市桟橋通2-12-5 088-833-3344

島津病院 高知市比島4-6-22 088-823-2285

下村病院 高知市南はりまや町1-7-15 088-882-7161

すこやかな杜 高知市春野町芳原字北東原1316-1 088-837-2345

だい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

高橋病院 高知市愛宕町3-9-20 088-822-1616

竹下病院 高知市本町2-4-3 088-822-2371

田村内科整形外科病院 高知市二葉町10-10 088-883-1777

近森病院 高知市大川筋1-1-16 088-822-5231

図南病院 高知市知寄町1-5-15 088-882-3126

永井病院 高知市春野町西分2027-3 088-894-6611

久病院 高知市桜井町1-2-35 088-883-6264

平田病院 高知市本町5-4-23 088-875-6221

福田心臓・消化器内科 高知市東秦泉地寺67-1 088-822-1122

フレッククリニック 高知市高須新町4-3-20 088-885-5800

細木病院 高知市大膳町37 088-822-7211

海里マリン病院 高知市仁井田1617-5 088-847-0251

もみのき病院 高知市塚ノ原6-1 088-840-2222

横浜病院 高知市横浜東町10-1 088-842-7100

井上病院 土佐市高岡町甲2044 088-852-2131

川田整形外科 土佐市高岡町甲920-1 088-852-5555

白菊園病院 土佐市新居萩ノ里１ 088-856-1101

土佐市立土佐市民病院 土佐市高岡町甲1867 088-852-2151

仁淀病院 吾川郡いの町1369 088-893-1551

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

清和病院 高岡郡佐川町乙1777 0889-22-0300

北島病院 高岡郡越知町越知甲1662 0889-26-0432

前田病院 高岡郡越知町越知甲2133 0889-26-1175

一陽病院 須崎市赤崎町9-3 0889-42-1798

高陵病院 須崎市横町1-28 0889-42-2485

須崎くろしお病院 須崎市緑町4-30 0889-43-2121

ネオリゾートちひろ病院 須崎市中町1-6-25 0889-42-2530

なかとさ病院 高岡郡中土佐町久礼6614 0889-52-2040
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梼原病院 高岡郡梼原町川西路2320-1 0889-65-1151

大西病院 高岡郡四万十町古市町6-12 0880-22-1191

くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111

大正診療所 高岡郡四万十町大正459-1 0880-27-0210

大井田病院 宿毛市中央8-3-6 0880-63-2101

高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3-1 0880-66-2222

筒井病院 宿毛市平田町戸内1802 0880-66-0013

足摺病院 土佐清水市旭町18-71 0880-82-1275

渭南病院 土佐清水市越前町6-1 0880-82-1151

松谷病院 土佐清水市天神町14-18 0880-82-0001

木俵病院 四万十市中村一条通3-3-25 0880-34-1211

四万十市立市民病院 四万十市中村東町1-1-27 0880-34-2126

竹本病院 四万十市右山1973-2 0880-35-4151

中村病院 四万十市中村小姓町75 0880-34-3177

西土佐診療所 四万十市西土佐用井1110-28 0880-52-1011

幡多クリニック 四万十市右山天神町10-12 0880-34-6211

森下病院 四万十市中村一条通2-44 0880-34-2030

渡川病院 四万十市具同2278-1 0880-37-2220

大月病院 幡多郡大月町鉾土603 0880-73-1300

＊外来栄養食事指導推進事業は、糖尿病等の重症化を予防するため、外来患者への栄養食事指導の提供体制を

 整備・強化する取組です。

 管理栄養士を擁し、自院での栄養食事指導を推進するとともに、栄養食事指導が必要な他院からの紹介患者

 に外来栄養食事指導を実施することが可能な医療機関に「協力医療機関」としてご協力いただき、県民の皆

 様に必要な栄養食事指導が提供できる体制づくりを行っています。

 併せて、管理栄養士への研修を実施し、栄養食事指導の質の向上を図っています。

＊この事業については、保健政策課（TEL：088-823-9648）にお問い合わせください。

【９】

幡多

【15】


