
新型コロナウイルス感染症検査協力医療機関一覧

市町村 医療機関名 電話番号 患者様へのメッセージ（必ず確認してください。） 郵便番号 住所

室戸市 佐喜浜診療所 090-7789-8101
来院前に電話連絡をお願いします。
来院時間は当院より指定させて頂きます。

781-7220 室戸市佐喜浜町1641-1

むろとぴあ医院 0887-23-3993
水曜日を除く平日午後(13:30～16:00）対応。
電話で来院時間指定

781-7103 室戸市浮津60-1

室戸市立室戸岬診療所 0887-23-3610
事前に必ず電話予約をお願いします。
来院は当院より指定させて頂きます。
到着した際に、電話でお知らせ下さい。

781-7101 室戸市室戸岬町5368番地3

奈半利町 はまうづ医院 0887-38-2718
①原則として当院へ継続的に通院されている患者様が対象です。
②事前の予約が必要です。必ずお電話ください。
③実施は月･水･木･金の午前中(9:00～12:00)です。

781-6402 安芸郡奈半利町乙3742-1

田野町 田野病院 0887-38-7111
電話での予約が必要となります。
・電話受付時間　平日　14：00～17：00
・診察対応時間　平日（火曜日除く）　14：00～16：00

781-6410 安芸郡田野町1414番地1

中芸クリニック 0887-38-8111
月、火、木、金　11:00～12:00　15:00～17:00
水、土　11:00～12:00

781-6410 安芸郡田野町2145-1

安田町 和田医院 0887-38-6908 781-6421 安芸郡安田町大字安田1750

安芸市 安芸クリニック 0887-35-3575
検査体制の都合により13:00～14:00検査実施となりますので、午前中に必ず電話連絡をお願いしま
す。

784-0010 安芸市東浜158番地1

宇都宮内科 0887-32-0500
①月・火・水・金　8:30～12:00　14:00～17:00
②木・土　8:30～12:00、午後休診
③日曜、祝祭日、正月 1日．2日．3日休診

784-0023 安芸市染井町1-38

尾木医院 0887-34-3155
必ず電話予約をお願いします。
来院時間は当院より指定させて頂きます。

784-0004 安芸市本町3丁目10-30

高知県立あき総合病院 0887-34-3111
来院される前にお電話でご連絡ください。
来院時間は当院より指定させて頂きます。

784-0027 安芸市宝永町3番33号

津田クリニック 0887-34-1195
検査できる人数が限られている為、かかりつけの患者様を優先させていただきます。
院内感染対策のため完全予約制です。来院前に必ずお電話ください。

784-0022 安芸市庄之芝町9-34

森澤病院 0887-34-1155
平日月曜から金曜日　PM1:30～PM4:00
来院前には必ず電話連絡をお願いします。

784-0004 安芸市本町2丁目13番32号

芸西村 芸西オルソクリニック 0887-33-3503
対応可能な曜日（月～金）15:00～16:00要予約。
来院前に電話連絡をお願いします。

781-5701 安芸郡芸西村和食甲1495-1

芸西病院 0887-33-3833
原則として、当院入院患者様等が対象となります。
当院に通院中のかかりつけの患者様等につきましては、医師が必要と判断した場合のみの対応とな
りますので、必ず事前に電話連絡をお願いいたします。

781-5701 安芸郡芸西村和食甲4268

本山町 本山町立国民健康保険嶺北中央病院 0887-76-2450
平日、月曜日から金曜日（祝日除く）午前9時から11時、午後2時から4時
来院前に電話連絡をお願いします。

781-3601 長岡郡本山町本山620番地

大豊町 大杉中央病院 0887-72-1003
対応可能：月･火･水･金　PM2:00～3:30　事前に電話予約して下さい。
駐車場に到着後再度電話を入れてマスク着用のうえ車の中でお待ち下さい。

789-0315 長岡郡大豊町中村大王1497-1

大田口医院 0887-73-0333 発熱、感冒様症状の患者は事前に電話連絡のこと 789-0235 長岡郡大豊町船戸60-2

土佐町 早明浦病院 0887-82-0456

対応可能日：月・火・木・金(平日)　対応可能時間：13:30～15:30
受診に先立って必ず（さめうら病院新型コロナ相談窓口）まで電話をしてください。
受診時はマスクを着用してください。
その他、電話で指示させていただきます。

781-3521 土佐郡土佐町田井1372
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田井医院 0887-82-0005 医院に到着後、駐車場から電話を入れて下さい。診察室に案内します。 781-3521 土佐郡土佐町田井1457

香美市 岩河整形外科 0887-52-5000 休日当番医の時のみ対応します。来院前に必ず電話して下さい。 782-0035 香美市土佐山田町百石町2丁目4番20号

香長中央病院 0887-53-5155

事前に必ず電話予約をお願いします。
来院は当院より指定させて頂きます。
到着した際は駐車場で待機して頂き、電話でお知らせください。
月～金 (14:00～16:00)

782-0032 香美市土佐山田町西本町5丁目5番34号

小松内科 0887-52-1151
来院前に必ず電話して下さい。
原則PM３～５の間で時間を指定しますのでその時間になるべく自家用車で来院して下さい。幼児は
対象外です。

782-0035 香美市土佐山田町百石町1-7-8

坂本内科 0887-53-2417

対応可能な時間帯は、
月.火.水.金：11時～12時、14時～17時
木.土：11時～12時
事前連絡が必要。
鼻汁自己採取の出来ない患者さん、小児の検査は出来ません。

782-0031 香美市土佐山田町東本町4-1-38

さくら香美クリニック 0887-53-2255

予め下記の時間帯に電話連絡の上、指定した時間に自家用車で来院して下さい。
原則として車内で検査を実施します。要マスク着用厳守。
対応可能人数が限られています。小児・妊婦は対象外。
電話対応時間･･･月～金：9:00～12:00、月～木：17:00～18:00

782-0047 香美市土佐山田町117-13

佐野内科リハビリテーションクリニック 0887-53-3031

必ず電話予約の上、発熱外来にご来院ください。
発熱外来、月･火･木･金の診療時間は15時半～17時半、電話予約は15時まで。
土曜日の診療時間は13時半～15時半、電話予約は12時まで。
診療可能枠には限りがあります。かかりつけの患者さんを優先とさせていただきます。
予約時間までは自宅で待機していただき、来院時はできるだけ自家用車でご来院ください。
当番医の日は、午前９時から午後３時までに電話予約をしてください。

782-0031 香美市土佐山田町東本町3丁目2-41

たにむら産婦人科 0887-53-2600 妊婦を対象とします。必ず、事前に電話連絡をお願いします。 782-0034 香美市土佐山田町宝町1丁目31-1
びらふ診療所 0887-57-3456 休日当番医の時のみ対応。来院前必ず電話して下さい。 781-4212 香美市香北町美良布1317番地
前田メディカルクリニック 0887-57-3811 対応可能日時　月･火･水･金曜日の13:45～15:00 781-5233 香美市香北町美良布1516-3

村上内科．循環器科 0887-52-0111

事前に電話による連絡が必要です。
ほかの患者さんとの接触を避けるため、指定された時間に自家用車で来院していただき、その中で
待機していただきます。必ずマスク着用で来院してください。
1日に診察できる患者数に限りがあるため、かかりつけ患者さんを優先させていただく場合がありま
す。乳幼児、妊婦の診察はできません。

782-0047 香美市土佐山田町2289-6

香南市 野市中央病院 0887-55-1101
完全予約制となります。
月～土曜日（祝祭日を除く）の９:００～１３:００にお電話にてお問合せください。
来院時は必ずマスク着用のこと。

781-5213 香南市野市町東野555番地18

もえぎクリニック 0887-57-3050
原則として当院へ継続的に通院している患者さんを対象としています。
来院前に必ず予約をとって下さい。直接来院された場合は基本的には診察できません。
診察は火曜（第2．第4）木曜、土曜の16:20～17:00です。

781-5310 香南市赤岡町2066番地3

山北内科リハビリクリニック 0887-54-2220
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、発熱外来を別棟に開設しております。
来院前にお電話をお願いします。

781-5453 香南市香我美町山北1304番地1

南国市 あけぼのクリニック 088-878-6611

必ずTELで受診、駐車場でもう一度TELで待機
診察時間：
月・火・水・金　12:00～14:00
木　10:00～12:00

783-0092 南国市田村乙1992-1
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川本内科クリニック 088-864-2543
対応可能曜日：月曜日と水曜日で1日2名まで。
受診の際は、必ず電話で連絡のうえ、当院駐車場につきましたら再度、電話で連絡をお願いしま
す。

783-0002 南国市駅前町3丁目2-24

北村病院 088-864-2101
当院には入院または外来にて透析治療を受けている方がいるため、感染予防策の一環として当院で
透析医療を受けている方、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。

783-0024 南国市東崎1336番地

高知大学医学部附属病院 088-866-5811

完全予約制です。平日の9～16時にお電話にてお問い合わせください。
中学生以上は、火曜日、金曜日の14時～16時。小児(小学生以下）は別途ご相談ください。
注意事項：
①厚生労働省の療養の基準に基づき、紹介状をお持ちでない場合には、保険診療の自己負担金の他
に、初診時選定療養費（5,500円）が必要です。
②医学的必要性がある方のみ実施しますので、本人希望による自費検査には、対応できません。
③小児（小学生以下）は紹介状が必要です。
④受診時には、原則、自家用車で来院してください。(当日は、専用駐車場で待機していただきま
す）

783-8505 南国市岡豊町小蓮185-1

高田内科 088-863-3925
来院前に一度当院に電話連絡し、駐車場に着いたら再度お電話をお願いします。
対応可能な人数には制限があります。

783-0005 南国市大埇乙1253-8

土佐希望の家　医療福祉センター 088-863-2131 原則として、当センター入院患者等を対象とします。 783-0022 南国市小籠107番地

南国厚生病院 088-863-3030
受診前に電話予約が必要となります。
月曜、火曜、木曜、金曜は8時30分から15時30分
水曜、土曜は8時30分から12時30分

783-0091 南国市立田1180番地

南国中央病院 088-864-0001

「発熱・風邪症状外来」
◎診察時間：月～金曜日　14時～16時、土曜日　9時～11時　※（日・祝日休み）
◎受付時間：月～金曜日　9時～15時、土曜日　9時～10時30分　※（日・祝日休み）
受診される場合は必ず電話予約をしてください。

783-0011 南国市後免町3丁目1-27

南国病院 088-864-3137

来院前に必ず電話連絡をお願いいたします。
発熱外来：月曜～金曜　14時～16時
来院時には、できる限り自家用車でお越しください。当院駐車場に到着されましたら、再度電話連
絡の上、マスクを着用し、車内で待機をお願いいたします。

783-0004 南国市大埇甲1479-3

藤原病院 088-863-1212
原則として当院へ継続的に通院している患者さんを対象とします。
木曜日の午後3時～4時に１人まで検査可能ですが、
来院前に必ず電話にて確認してください。

783-0005 南国市大埇乙995

領石蛍が丘クリニック 088-862-1123
必ず事前に電話連絡していただき、駐車場に待機
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。
月.水.木.金.土　11:30～12:30（但し受付は12時まで）

783-0056 南国市領石16-1

高知市 朝倉医療クリニック 088-856-6001 電話連絡の上、受診ください。 780-8063 高知市朝倉丙534-1

朝倉さわやかクリニック 088-850-0070
必ず電話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、再度電話連絡していただき、車
の中で待機願います。

780-8063 高知市朝倉丙350番地1

朝倉病院 088-844-2701
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。

780-8063 高知市朝倉丙1653番地12

愛宕病院 088-823-3301 来院の際は、事前に内科外来にお電話をお願いします。 780-0051 高知市愛宕町1丁目1番13号
石立クリニック 088-831-6661 必ず事前に電話連絡をして下さい。 780-8038 高知市石立町96番5
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いずみの病院 088-826-5511
症状のある方は発熱外来を受診してください。
9:30～11:00、14:30～16:00(平日のみ)時間等変更になる事があります。
詳しくは当院ホームページでご確認下さい。

781-0011 高知市薊野北町2丁目10番53号

岩﨑胃腸科内科 088-846-7171
院内感染対策の観点から、一日の外来患者数を制限しています。
再診の方を優先して診療する必要があるため、初診の方の受け入れが困難な場合もあります。
先ずは、電話で受診可能かをご相談ください。

781-0012 高知市薊野東町9-32

潮江高橋病院 088-833-2700 要事前連絡。直接来院での診察は不可。 781-8001 高知市土居町9番18号

内田産婦人科 088-873-0010
原則当院通院中の妊婦さんを対象に実施します。
予約制ですので必ず事前にお電話をして下さい。

780-0985 高知市南久万39-2

内田脳神経外科 088-843-1002 事前に電話連絡の上、指定された時間に自家用車で来院してください。 780-0952 高知市塚ノ原37

海辺の杜ホスピタル 088-841-2288
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。

781-0270 高知市長浜251番地

梅ノ辻クリニック 088-833-4580
必ずお電話で予約の上、月曜、火曜、木曜、金曜の午後3時以降、4時までに来院ください。
うがい、歯磨きをせずに来院ください。

780-8011 高知市梅ノ辻8-7

大川内科 088-855-7717

発熱外来時間：
月火水　12:00～13:30、17:30～18:00
木金土　12:00～13:30
必ず、事前にお電話いただき、電話で指示された時間にお越しください。
土曜日または祝祭日の前日に受診希望の場合は、当日10:30までにお電話ください。

781-8006 高知市萩町1丁目6番52号

岡林病院 088-832-8821
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10時～12時

780-8040 高知市神田598

小谷放射線科・内科 088-873-6111

月・火・木・金　9:00～16:00
水・土　9:00～12:00
必ず事前連絡をお願いします。時間・詳細は電話にて説明させて頂きます。
原則、当院駐車場にて自家用車内での検査となります。

780-0048 高知市吉田町2-8

かもだの診療所 088-843-3215
月～金曜日　11:00-12:00
来院前に電話連絡をお願いします。

780-8052 高知市鴨部2-1-16

きたじま内科クリニック 088-878-1300
電話連絡の上、15時～16時に対応致します。
検体採取は、車内で行います。
電話連絡後必ず自家用車で指定時間に来院してください。

781-8104 高知市高須２丁目５－２２

木村病院 088-822-7231
祭日を除く月.火.水　13時30分～15時
午前中に電話予約
ドライブスルー型

780-0043 高知市寿町8-8

国見産婦人科 088-822-5954 原則かかりつけ妊婦のみ検査 780-0870 高知市本町4丁目2-30

国吉病院 088-875-0231

必ず事前に電話連絡の上、可能な限り自家用車でご来院ください。診察開始まで車中で待機してい
ただきます。院内感染対策の為、出入り口を別でご案内しております。
なお、医師の診察の上、医学的に必要性がある場合のみ実施となります。
検査受付時間：
午前　月～金　9時～12時　土曜日9時～10時
午後　月～金　14時～16時
感染待合室の状況により、人数制限をさせて頂く場合もございます。

780-0901 高知市上町1丁目3番4号



市町村 医療機関名 電話番号 患者様へのメッセージ（必ず確認してください。） 郵便番号 住所

下司病院 088-823-3257

完全予約制。事前に必ず電話予約をお願いします。
土・日を除く平日（9:00～16:00）で診察及び検体採取は車内にて行いますので、必ず自家用車での
ご来院をお願いします。本院駐車場に到着しましたら再度電話にて当院まで連絡してください。（携
帯電話要）

780-0870 高知市本町3丁目5-13

毛山病院 088-883-0515
原則として当院通院中の妊婦さんを対象に実施します。
予約制ですので必ず事前にご連絡ください。

781-0806 高知市知寄町1-2-2

高知医療生活協同組合　潮江診療所 088-833-9511

平日(月、火、水、金）12:00～12:30の時間で完全予約制です。来院前に必ず電話予約をお願いしま
す。
マスク着用のうえ自家用車でお越し下さい。駐車場で待機していただき、診察及び検体採取は車内
で行います。
診察は通常の予約患者さんの終了後となります。

780-8027 高知市高見町363-1

高知記念病院 088-883-4377

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

780-0824 高知市城見町4-13

高知県立療育福祉センター 088-844-5400 原則として当センター入院児を対象とします｡ 780-8081 高知市若草町10番5号

高知厚生病院 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。

781-8121 高知市葛島1丁目9番50号

高知こころクリニック 088-856-7489 別室にて対応させていただきますので、事前にご連絡下さい 781-8135 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

高知市土佐山へき地診療所 088-895-2636
土佐山・久重地域の住民の方に限り対応します。
事前に必ず電話でお問い合わせください。
なお、時間外対応はしておりません。

781-3221 高知市土佐山桑尾1842-2

高知生協病院 088-813-1010 診察は予約制で平日の午後の時間帯となります。 780-0963 高知市口細山206-9

高知赤十字病院 088-822-1201

診察時間：月～金曜日(平日）14時～16時(完全予約制）
受診方法：お電話にて、お問い合わせください。
電話受付時間：平日　8時30分～17時　
注意事項：
①当院では、厚生労働省の療養の基準に基づき、紹介状をお持ちでない患者さまにつきましては、
保険診療の自己負担金の他に、初診時選定療養費(5,500円)をいただいております。
②当院では、本人希望によるＰＣＲ検査（自費）には、対応いたしません。

780-8562 高知市秦南町1丁目4番63-11号

高知総合リハビリテーション病院 088-845-1641

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、当院入院患者を対象とします。

781-8135 高知市一宮南町1丁目10番15号

高知高須病院 088-878-3377
当院は透析専門病院であり、透析治療で当院かかりつけの方、紹介受診の方を優先して診療しま
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い合わせくださ
い。

781-5103 高知市大津乙2705-1

高知中央クリニック 088-802-7007
月～金 9:00～12:30　14:00～18:00
土 9:00～12:00　14:00～16:00

780-0072 高知市杉井流14番15号



市町村 医療機関名 電話番号 患者様へのメッセージ（必ず確認してください。） 郵便番号 住所

高知脳神経外科病院 088-840-3535
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。
事前に必ず電話をお願いします。
来院時間は、当院より指定させて頂き、自家用車内で検査を実施させて頂きます。

780-8065 高知市朝倉戊767-5

高知病院 088-883-3211 月・火・木　13:30～14:30　要予約 780-0054 高知市相生町1番35号
高知ファミリークリニック 088-844-3339 当院通院中の妊婦さんのみを対象に実施 780-8074 高知市朝倉横町23-7-10

国立病院機構高知病院 088-844-3111
受付時間　8:00～11:00
休診日　土曜・日曜・祝日・12月29日～1月3日

780-8507 高知市朝倉西町1丁目2番25号

さわだ耳鼻咽喉科・眼科 088-825-1131 必ず事前に電話連絡を入れてください 780-0965 高知市福井町1734-5

三愛病院 088-845-5291

受付時間　月～金(土、日、祝祭日除く)8:30～11:00　13:00～16:00
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。

781-8136 高知市一宮西町1丁目7-25

さんさんクリニック 088-822-5531
発熱外来は月・火・水曜日の15:00から17:00のみ。
事前に電話連絡要。受け入れ困難な場合あり。
必要な問診や検査等は当院所定の場所でさせて頂きます。

780-0862 高知市鷹匠町1丁目1番8号

塩見クリニック 088-805-0002 月曜～土曜　午前9～12:30．午後15～18:30　土曜は午前のみ 780-8023 高知市六泉寺町87-5

島崎クリニック 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

781-8010 高知市桟橋通2丁目12番5号

島津クリニック比島 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。

780-0066 高知市比島町2丁目10番31号

島津病院 088-823-2285
当院は透析専門医療機関であり当院で透析医療を受けている方、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。

780-0066 高知市比島町4丁目6-22

島本病院 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。

780-0841 高知市帯屋町2丁目6番3号

瀬戸内科 088-873-1794

原則として、当院受診歴のある方のみを対象
車での検査になります。電話連絡の上、車で来院してください。
唾液検査のため、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10:00～12:00　午後15:00～17:00
木･土　　　　午前10:00～12:00

780-0051 高知市愛宕町2丁目22-3

だいいちリハビリテーション病院 088-882-0811

院内感染対策の観点から、受診は完全予約制とさせていただきます。
また、かかりつけ・再診の方を優先して診察する必要があるため、初診の方は受け入れが困難な場
合もあります。
まずは、電話でご相談ください。

781-0832 高知市九反田2番14号

たかさきクリニック胃腸科・内科 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。 780-0072 高知市杉井流2-32
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竹下病院 088-822-2371

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

780-0863 高知市与力町3番8号

たしま耳鼻咽喉科 088-834-4187

当院駐車場で、自家用車内のみでの検査とさせていただきますので、必ず自家用車で受診してくだ
さい。
PCR検査は月・水曜日は午後5時まで、土曜日は午後4時まで。
火・金曜日は抗原検査のみとさせていただきます。
本人希望による自費検査には対応していません。

781-8008 高知市潮新町2丁目11-5

田中整形外科病院 088-822-7660
当院通院中の方を優先して実施。
予約制ですので、必ず事前に電話連絡の上、12時～14時（月～金）に来院してください。
できれば、自家用車でご来院ください。

780-0901 高知市上町3丁目2番6号

玉木内科小児科クリニック 088-834-2800 780-8027 高知市高見町189番地1
たむら内科クリニック 088-850-0008 780-8072 高知市曙町1丁目1-20
寺尾内科クリニック 088-884-8880 時間制限あり。受診時、要事前電話連絡相談。原則として通院中の方を優先して診察。 780-0822 高知市はりまや町1丁目5-33　土電ビル4階

土佐田村病院 088-883-3544
必ず電話予約をお願いします。
対応日金曜日12:30～13:30
できるだけマスク着用のうえ、自家用車でお越し下さい。検体採取は車内で行います。

781-0814 高知市稲荷町11-20

土佐病院 088-822-3357
原則として当院通院中の方を対象に実施。
予約制ですので必ず事前にご連絡ください。

780-0062 高知市新本町2-10-24

図南病院 088-882-3126
発熱外来：月～金　14:00～16:00
完全予約制です。事前にお電話でお問い合わせ下さい。
できるだけ自家用車での来院をお願いします。

781-0806 高知市知寄町1丁目5-15

なかやまクリニック内科・循環器科 088-878-7007
院内感染対策の観点からあらかじめ電話のうえ、13時～14時（月･火･水･金)に自家用車で来院して
ください。
原則として、当院に受診歴のある方を対象とさせて頂きます。

781-5106 高知市介良乙1049　高知東メディカルスクエア3F

内科・小児科 つむぎ診療所 088-802-6688
受診前に電話をお願いします。
診察の上に必要と判断した場合のみ検査を行います。
症状、接触歴のない方の自費検査には対応していません。

781-0250 高知市瀬戸1-2-58

永井病院 088-894-6611 外来診察時間帯に当院かかりつけ患者及び入院患者を対象に検査。 781-0304 高知市春野町西分2027-3

中ノ橋病院 088-872-4069

完全予約制ですので事前にご連絡ください。
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9:00～12:00　13:00～16:00
対応可能日：平日（月曜･火曜･木曜･金曜)
診療時間：13:30～15:30(最終受付14:50)
受診時：正面入り口のインターホンを鳴らしていただきます。一般の患者さんとは出入り口を分け
て別室で診察します。
※本人希望によるPCR検査(自費)には、対応いたしません。

780-0844 高知市永国寺町1-46

ながの内科クリニック 088-837-1233

発熱や風邪症状のある方の診察は下記の時間帯に行っています。
月･火･木･金曜日　11時30分～13時30分　15時30分～16時30分　17時30分～18時30分
水曜日　11時30分～13時30分　土曜日　12時00分～14時00分
受診に先立って、必ず電話連絡をして下さい。
受診時は必ずマスクを着用して下さい。

781-8004 高知市新田町14-31
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長浜病院 088-841-2337

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
土曜日及び休・祝祭日の前日　9:00～12:00

781-0270 高知市長浜801番地

にしの内科クリニック循環器・心臓内科 088-855-5524

当院では、有熱者、咳、のどの痛み等かぜ症状のある方は通常の患者さんと時間帯を分けて診察し
ています。
月、火 18:00～19:00　木、金 17:00～18:10　　水、土 12:00～13:00
上記時間以外は受付できません。事前の電話連絡が必須です。
電話での受診連絡は月、火、木、金は17:00まで水、土は11:00までになります。事前連絡なしの方
の診察はできません。
原則お車での来院、車での待機のこと。
通常診察が終了次第発熱外来を開始します。

780-8015 高知市百石町2丁目29番16号

春野うららかクリニック 088-848-0086
必ず電話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電話連絡し、車の中で待機を
お願いします。

781-0314 高知市春野町南ヶ丘7丁目16

久病院 088-883-6264 要事前電話連絡。直接来院での診察は不可。 780-0821 高知市桜井町1丁目2番35号

ひまわり在宅クリニック 088-802-7000
当院は在宅診療専門医療機関であり、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。

780-0863 高知市与力町12-10 シャトレ片町1階

福井診療所内科消化器科 088-873-2886
完全予約制です。
来院前に必ず電話連絡して、マスク着用のうえ自家用車でお越し下さい。検体採取は車内で行いま
す。

780-0966 高知市福井扇町1178-1

福田心臓・消化器内科 088-822-1122

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。

780-0023 高知市東秦泉寺67番地1

福森内科クリニック 088-884-3161
完全予約制：まずはお電話にてお問い合わせください。
原則、当院駐車場にて自家用車内での検査となります。
日時、詳細はお電話にてご説明させていただきます。

781-8121 高知市葛島2丁目3番21号

藤井クリニック 088-844-7070 780-8062 高知市朝倉乙988

藤田皮フ科 088-833-6171
事前に電話予約して下さい。
自家用車で来院して下さい。原則として、車内で診察、検査を行います。

780-8011 高知市梅ノ辻5-25

ふたばクリニック 088-831-9050

原則として、当院に継続的に通院している患者様を対象とします。
必ず事前に電話による連絡が必要です。
他の患者さんとの接触を避けるため、指定された時間に自家用車で、来院していただき、その中で
待機していてください。
マスクは必ず、着用をお願いします。医師が車の場所まで行き、唾液でのPCR検査となります。検
査は自分で、医師の指示通りに行っていただきます。
【指定時間】午後15:00～16:00まで。木曜・土曜日は11:00～12:00までです。

781-8002 高知市役知町15-7

ふないキッズクリニック 088-832-2271 前日までに予約、当院かかりつけの小児優先、昼休みに検査 781-8003 高知市北新田町9-10
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細木病院 088-822-7211

・来院前に、お電話でご相談下さい。
・受付時間は（平日）8:30～10:30、13:30～15:30です。
・診療時間は（平日）9:00～11:00、14:00～16:00です。（土曜、日祭日、年末年始は休診）
・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。

780-8535 高知市大膳町37

松岡クリニック 088-844-7117
発熱外来：月～土曜日　11:30～12:00まで対応。電話予約。駐車場の車で待機、当院かかりつけの
患者さんで概ね2名まで。

780-0964 高知市横内454番地

海里マリン病院 088-847-0101
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。

781-0112 高知市仁井田1617-5

みなみの風診療所 088-826-3730
コロナウイルス感染が疑われる発熱者は、事前にお電話下さい。
必要と判断した場合に検査を行います。
日中の9時-17時の間で対応します。

780-0061 高知市栄田町3-7-1

南病院 088-822-0505

要予約。事前に電話連絡ください。直接来院での診察はできません。
自家用車で来院してください。院内感染予防対策のため、当院駐車場に到着しましたら再度電話で
連絡をしてください。ご案内まで車中で待機していただきます。診察及び検体採取は車内で行いま
す。
準備や駐車場の体制などもありますので、必ず電話で予約を取った上で来院してください。
検査可能曜日：月曜～金曜日
※土日祝日は対応しておりません。
※年末年始12/30-1/3も対応しておりません。

780-0870 高知市本町3-6-28

もみのき病院 070-6438-5238
16歳以上の発熱外来の診療時間は11時から12時です。
詳細はホームページをご確認ください。
本人希望によるＰＣＲ検査は実施しておりません。

780-0952 高知市塚ノ原6-1

山下脳神経外科 088-825-2060 自家用車の中でのみ（事前連絡必要） 780-0942 高知市南元町3-13

山村病院 088-872-5038
来院前に必ず電話連絡をしてください。
発熱外来　月曜日～金曜日　ＡＭ9：00～11：00まで対応

780-0934 高知市下島町11

吉村神経内科リハビリクリニック 088-832-6431
発熱患者の外来診療・検査体制
月　火　水　木　金　午後2:45～4:45

780-8015 高知市百石町2丁目2-1

リハビリテーション病院すこやかな杜 088-837-2345
月･火･水･木･金 11:30～12:30　   15:30～16:30
＊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

781-0311 高知市春野町芳原1316番1

レディスクリニックコスモス 088-861-6700
来院前に必ずご連絡下さい。
対象は当院の受診歴のある方のみとさせて頂きます。
医学的に必要と判断した場合のみの対応とさせて頂きます。

780-0072 高知市杉井流6-27

土佐市 井上病院 088-852-2131

完全予約制ですので、来院前に必ず電話予約をお願い致します。受診に関する詳細は、予約時に説
明いたします。
対応時間：平日15:00～18:00(受付は16:30まで）
院内感染対策の観点から、感染外来対応人数を制限しています。まずは電話で受診可能かご相談下
さい。

781-1101 土佐市高岡町甲2044

江渕診療所 088-855-0113 月～土、9時～12時 781-1134 土佐市家俊１１７９
岸本内科 088-856-0134 781-1161 土佐市宇佐町宇佐1738
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田所内科 088-852-0036
午前中の診療のため午前11時～12時、1～2名、ドライブスルー(場合により別診察室)かかりつけの
方相談下さい。
電話の予約下さい。

781-1101 土佐市高岡町甲2018-2

土佐市立土佐市民病院 088-852-2151 事前に電話予約をお願いします。 781-1101 土佐市高岡町甲1867

橋本外科胃腸科内科 088-852-5522
事前に電話予約をお願いします。
指定した時間に、可能な限り自家用車にて来院お願いします。

781-1101 土佐市高岡町甲750-1

ひろせ整形外科リハビリテーションクリニック 088-828-5052 電話連絡のうえ１２時～１２時半の指定時刻にお越しください。 781-1105 土佐市蓮池1104番地1

松岡内科 088-852-4403
かぜ症状のある方は来院前に電話をして頂き、来院時は裏口から入って頂きます。一般の患者さん
とは出入り口を分けて、別室で診察します。

781-1101 土佐市高岡町甲2158-2

いの町 石川記念病院 088-892-0641

水曜9:00～16:00(12:00～13:00、祝日、12/30～1/3除く)
原則として当院に継続して通院中の患者様を対応いたします。
ご自身で検体を採取できる方に限ります。
完全予約制です。事前に必ずお電話ください。

781-2128 吾川郡いの町波川77番地

いのたんぽぽクリニック 088-893-0047

・受診希望の方は、必ず事前に当院へ電話連絡して下さい。電話連絡時に、来院時間・受診入口等
をご案内します。
・来院時には、必ずマスク着用の上、職員の案内に従って下さい。
・発熱患者診察可能時間帯：　
　月・火・金・土曜　午前11:30～12:30、午後2:00～5:30
　水曜　午前11:30～12:30のみ

781-2110 吾川郡いの町3864番地1

いの町立国民健康保険仁淀病院 088-893-1551 土・日・祝日、夜間は対応できません。 781-2193 吾川郡いの町1369

さくら病院 088-893-5111
月～金　13:30～16:00　中学生以上が対象です
しばらくの間、土・日・祝は抗原検査のみ別室や車中にて対応します

781-2136 吾川郡いの町鹿敷162

高岩診療所 088-867-2518 月・水・金　14:00～15:00　中学生以上が対象です 781-2331 吾川郡いの町下八川甲350番地1

高岡内科 088-892-0296

事前に電話連絡をお願いします。
対応可能日：月・火・金（9:00～12:30）、（14:00～17:30）
　　　　　　水（14:00～17:30）
　　　　　　木・土（9:00～12:30）

781-2105 吾川郡いの町新町86

田村カルディオクリニック 088-893-5712
発熱外来は月～金（12:00～13:00）土曜はなし。
電話連絡のうえ、予約して下さい。(予約なしでは受付できません。）来院時間をお伝えします。
ただし、院内には入らずお車など外でお待ち下さい。こちらからご案内します。

781-2128 吾川郡いの町波川563

森木病院 088-893-0014 受診される前に必ず電話連絡をお願いします。 781-2110 吾川郡いの町3674番地

仁淀川町 西村医院 0889-32-1125

受診前に必ず電話でお問い合わせください。
原則として、当院のかかりつけ患者さん･再診の患者さんが対象です。
月･火･水･金　13:30～15:30
土･日･祝日･夜間は対応できません。
医学的必要性がある方のみ実施しますので、本人希望による自費検査には対応できません。

781-1801 吾川郡仁淀川町森2577番地3

仁淀川町国民健康保険大崎診療所 0889-35-0211 平日8:30～16:00(土日祝祭日除く） 781-1501 吾川郡仁淀川町大崎300番地

佐川町 佐川町立高北国民健康保険病院 0889-22-1166
院内感染対策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ご相談ください。

789-1201 高岡郡佐川町甲1687番地

越知町 岡本内科 0889-26-1121

対応可能な曜日(月～金）15:30～16:30要予約。来院前に必ず電話連絡をお願いします。
来院時はマスク着用の上、自家用車で指定時間にお越し下さい。当院通院治療中の方を優先しま
す。
本人希望の自費によるPCR検査には対応いたしません。小学生以上が対象。

781-1301 高岡郡越知町越知甲1678
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北島病院 0889-26-0432

検査実施時間：月～木曜(除く祝祭日)14時～16時
完全予約制ですので、事前に電話予約をお願いします。
電話受付時間：平日9時～16時
検体をご自身で採取出来る方、検査結果が判明するまでご自宅で待機ができる方が対象となりま
す。（検査結果判明までは3～4日要します）
必ず正しくマスクを着用し、自家用車でご来院下さい。

781-1301 高岡郡越知町越知甲1662番地

前田病院 0889-26-1175

原則かかりつけを優先させていただきます。
必ず事前に電話予約して下さい。
電話予約時間（平日9:00～16:00）
診察時間　(平日16:00～17:00）
対応人数は3名まで
必ず自家用車で来院して下さい。到着したら電話か入口のインターホンで連絡し、待機して下さい。

781-1301 高岡郡越知町越知甲2133番地

山﨑外科整形外科病院 0889-26-1136
まず電話連絡の上、自家用車で来院して、駐車場到着したらお知らせください。駐車場で待機して
いただき、原則検査は、自家用車内で行います。
11:00～12:00（土･日除く)、14:00～15:00（水･土･日除く)

781-1301 高岡郡越知町越知甲2107番地1

山﨑病院 0889-26-1123
原則としてかかりつけの患者様が対象です。
事前に電話連絡相談をしてください。
必ずマスクを着用し、自家用車でご来院ください。

781-1301 高岡郡越知町越知甲2041-3

須崎市 一陽病院 0889-42-1798
月～金　9:00～16:00(祝日、12/30～1/3除く）
かかりつけの患者様として当院に 通院中の方が対象。
事前に電話連絡が必要

785-0037 須崎市赤崎町9番3号

高陵病院 0889-42-2485
平日9：00～16：00対応（土日祝祭日除く。）
＊事前に電話連絡をお願いします。

785-0014 須崎市横町1番28号

菅野医院 0889-43-1616 電話で予約してから受診をしてください。 785-0012 須崎市西糺町1番地
須崎医療クリニック 0889-43-1001 電話連絡の上、受診ください 785-0030 須崎市多ノ郷甲5748-1

須崎くろしお病院 0889-43-2121
月曜日　9:00～11:30　火～金曜日　8:30～11:30　平日のみ
※必ず電話連絡の上、マスク着用（付添い家族も含む）でご来院下さい。

785-8501 須崎市緑町4番30号

ネオリゾート　ちひろ病院 0889-42-2530
当院通院中の方のみを実施
月・水・木(祝日を除く)午前9時～11時
原則自家用車で来院、診察まで車中で待機、事前に電話予約。

785-0008 須崎市中町1-6-25

もりはた小児科 0889-43-2211
対応可能曜日は(月)(火)(水)(金)の午後2時30分から5時30分。
対象は小児中心。受診時には電話予約を。付き添いの家族も体温確認をし、マスク着用のこと。

785-0036 須崎市緑町90番地

中土佐町 大野見診療所 0889-57-2127 789-1401 高岡郡中土佐町大野見吉野234番地

クリニック土佐久礼 0889-52-2800

来院前に電話予約をお願いします。来院時間を指定いたします。
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。
クリニックには自家用車で来院していただき、検査は車内で行います。
必ず、マスクを着用して来院してください。
診察時間　月･火･水･金　15:00～17:00

789-1301 高岡郡中土佐町久礼6728-1

檮原町 梼原病院 0889-65-1151 785-0612 高岡郡梼原町川西路2320-1

四万十町 大西病院 0880-22-1191
平日 月曜～金曜日、14:30～15:30、事前に電話での予約をお願いします。
一日における対応可能な人数には制限があります。

786-0007 高岡郡四万十町古市町6番12号

くぼかわ病院 0880-22-1111 平日（月～金）要事前電話(診察は14:00～16:00です） 786-0002 高岡郡四万十町見付902番地1
四万十町国民健康保険大正診療所 0880-27-0210 土日祝日は対応不可 786-0301 高岡郡四万十町大正459-1
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四万十町国民健康保険十和診療所 0880-28-5523 土.日.祝日．夜間は対応できません 786-0511 高岡郡四万十町昭和468

高橋内科・呼吸器科・消化器科 0880-22-1414
月曜日～金曜日(祝日は休み)午後3時～5時
電話連絡の上、要予約．
原則として当院かかりつけ患者様を診察

786-0027 高岡郡四万十町東大奈路487-5

武田医院 0880-22-0031
事前電話連絡．
午前10:00～12:00　午後14:00～17:00　　　水土午後休診

786-0005 高岡郡四万十町本町4-8

ファミリークリニック四万十 0880-22-1295 車の中で待機し、車の中での診察となります。 786-0012 高岡郡四万十町北琴平町2-37

四万十市 大野内科 0880-37-5281
来院前に必ず電話をお願いします。来院時刻等の相談をさせていただきます。
また、院内の状況等により対応できない場合があります。

787-0050 四万十市渡川1丁目1番3号

木俵病院 0880-34-1211

対応可能：月・火・水・金　診察は午後からとします。
電話にて9:00～11:30までに事前予約をお願いします。
予約の際に来院時間をこちらから指定させていただきます。
車中待機、車越しでの診察・検査となります。
※対応医師を限定しており診察不可の場合あり。
※専門外来予約日等にて診療不可の場合あり。
※1日の診療数及び検査数を制限しております。

787-0025 四万十市中村一条通3-3-25

さくらクリニック 0880-35-2555
月・水・金　10:30～12:30、15:30～17:30
火・木・土　10:30～12:30
事前に電話予約の上、自家用車で来院、車内待機。診療・検査は別棟の発熱外来で行います。

787-0010 四万十市古津賀4-63

四万十市立市民病院 0880-34-2126
診療日時：月･水･金　14:00～15:00。完全予約制。
当日の午前中までに電話予約し、自家用車で来院してください。
自家用車で来られない方はご相談ください。

787-0023 四万十市中村東町1丁目1番27号

四万十診療所 0880-37-6920
完全予約制です。来院前に必ず電話で来院時の確認をお願いします。
診察は通常の予約患者さんの終了後となります。

787-0019 四万十市具同2882-1

四万十市国民健康保険西土佐診療所 0880-52-1011

当診療所では、新型コロナウイルスの検査結果が判明するのに2～4日を要します。このため検査対
象は原則地域住民に限らせていただきます。
発熱・咳等のある方は来院前に必ず電話してください。
○発熱外来：月～木　14時30分～16時　金　16時～16時30分
夜間・休日は診療できません。中学生以上が対象。（小児科はありません）

787-1603 四万十市西土佐用井1110番地28

竹本病院 0880-35-4151
診療対応：月～金（土日祝日除く）9:00～17:30
ただし、必ず事前に電話連絡が必要

787-0015 四万十市右山1973-2

幡多病院 0880-34-6211 当院は透析治療専門病院のため、当院の透析患者のみ対応 787-0013 四万十市右山天神町10-12
中村クリニック 0880-34-5100 月・火・水・金の16:30～診察、要～15:30までに事前電話連絡 787-0033 四万十市中村大橋通7-1-10

中村病院 0880-34-3177
事前に電話連絡をお願いします。詳細は電話でお伝えいたします。
ご本人かご家族の運転で来院し、車内でお待ちください。

787-0029 四万十市中村小姓町75番地

森下病院 0880-34-2030

事前に電話連絡をいただき、極力お車でお越しください。原則、車中待機でお車越しでの診療とな
ります。
診療対応：
午前の部　月・火・木・金　10：00～11：00
午後の部　月・火・水・木・金　15：00～16：00　（土日祝日を除く）

787-0025 四万十市中村一条通2丁目44番地

吉井病院 0880-34-5005
原則として、当院かかりつけ患者様を対象とさせていただきます。
(水)(金)13:30～14:30　必ず事前に電話連絡が必要
自家用車で来院、車内待機

787-0033 四万十市中村大橋通6丁目7-5
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宿毛市 いしはらクリニック 0880-62-0505
月～土　11:30～13:30
必ず事前に電話連絡で詳細をお伝え下さい。
極力お車で来院して頂き、お車越しでの診療となります。

788-0000 宿毛市宿毛5490

いなげ胃腸科内科 0880-62-1113
発熱外来：㊊、㊋、㊍、㊎のPM1:30～4:30
（事前にTELし．駐車場で待機）

788-0012 宿毛市高砂33-17

大井田病院 0880-63-2101 診療対応：月・火・水・金　時間：12:00～14:00 788-0001 宿毛市中央8丁目3番6号

奥谷整形外科 0880-63-1202

電話にて相談すること  
診療時間：
月・火・水・金（9:00～12:00、14:00～17:00 ）
木・土（9:00～12:00）

788-0010 宿毛市駅前町2-703

高知県立幡多けんみん病院 0880-66-2222
事前に電話連絡のうえ受診すること。
受付時間：月～金8:30～11:00

788-0785 宿毛市山奈町芳奈3-1

田村内科クリニック 0880-63-1668 必ず事前に電話連絡していただき、駐車場に待機 788-0000 宿毛市宿毛字鷺州5361-7

筒井病院 0880-66-0013

必ず事前に電話連絡してください。
原則、駐車場にて車内待機のうえ、お車越しの診察となります。
月曜日～金曜日　９:00～12:00、13:30～16:30
土曜日　9:00～12:00

788-0783 宿毛市平田町戸内1802番地

幡多希望の家 0880-66-2212 基本入所利用者を対象とします。 788-0782 宿毛市平田町中山867番地

聖ヶ丘病院 0880-63-2146

月～金、原則として、かかりつけの患者様を対象とします。
必ず事前に電話でご連絡ください。
「車で来院できる方(車内で検査を実施するため)」かつ、「自分で唾液採取が可能な方(唾液での
PCR検査を実施するため)」のみ対応可能です。

788-0051 宿毛市押ノ川1196番地

土佐清水市 あしずり岬診療所 0880-87-9100
電話受付　8:30～18:00
診察　月～土：12:30～16:00、18:00～（水、土は18:00～不可）

787-0305 土佐清水市天神町1-26

足摺病院 0880-82-1275
来院前に必ず電話をお願いします。
月～金(祝日及び12/31～1/3を除く)　9:00～16:00(受付8:40～15:30)

787-0303 土佐清水市旭町18番71号

渭南病院 0880-82-1151 事前に電話相談の上、発熱外来を受診して下さい（月～金、10時～13時） 787-0331 土佐清水市越前町6番1号

大月町 大月町国民健康保険　大月病院 0880-73-1300

対応時間　月～金（土、日、祝祭日除く）9:00～16:30
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。到着した際に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。

788-0311 幡多郡大月町鉾士603

三原村 三原村国民健康保険診療所 0880-46-2011

①発熱外来は月～金（土・日・祝祭日は除く）。13:00～15：00（受付終了時間14：30）。
②事前に必ず電話予約をお願いします。(予約なしでは受付できません。）
③来院時間は、当院より指定させていただきます。到着した際に電話でお知らせください。
④原則、当院駐車場にて自家用車内での検査となりますので、本人か家族の運転で来院してくださ
い。

787-0803 幡多郡三原村来栖野479

黒潮町 大方クリニック 0880-43-2255 火・水・金の16:00～診察　15:00までに事前電話連絡必須 789-1931 幡多郡黒潮町入野2016-1


