
医療機関名 医療機関住所

1 藤井クリニック 高知市朝倉乙９８８

2 高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊７６７－５

3 たむら内科クリニック 高知市曙町１丁目１－２０

4 川村整形外科 高知市曙町１丁目１９－１

5 うぐるす内科クリニック 高知市鵜来巣１１－３８－１０ あさくらメディカルビル２階

6 田村クリニック胃腸科内科 高知市槙山町１-３

7 坂本医院 高知市朝倉南町４－２５

8 宮上内科 高知市朝倉東町５１－１

9 快聖クリニック 高知市鴨部１０８５－１

10 かもだの診療所 高知市鴨部２丁目１－１６

11 山村病院 高知市下島町１０６

12 藤田クリニック 高知市旭町２丁目２３－３５

13 渋谷内科胃腸科 高知市中須賀町１０７

14 山下脳神経外科 高知市南元町３－１３

15 高知生協　旭診療所 高知市旭上町３２

16 もみのき病院 高知市塚ノ原６－１

17 松岡クリニック 高知市横内４５４

18 高知生協病院 高知市口細山２０６－９

19 くすのせクリニック 高知市福井町８１１－1

20 高知西病院 高知市神田３１７－１２

21 岡林病院 高知市神田５９８

22 おがわハートクリニック 高知市神田８４０－１

23 石立クリニック 高知市石立町９６－５

24 見元クリニック 高知市西町４２

25 細木病院 高知市大膳町３７

26 川村病院 高知市上町５丁目６－２０

27 国吉病院 高知市上町１丁目３－４

28 クリニックグリーンハウス 高知市上町１丁目７－１

29 上町病院 高知市上町１丁目７－３４

30 アズマ耳鼻咽喉科・アレルギー科 高知市上町２丁目２－１６

31 こうち在宅医療クリニック 高知市上町２丁目４－１７

32 吉岡クリニック 高知市上町２丁目５－１ 臼井エステートビル2階

33 浜田循環器内科 高知市本町５丁目２－１６

34 平田病院 高知市本町５丁目４－２３

35 高知見元醫院 高知市升形５－３３

36 浅井内科 高知市升形８－２

37 南病院 高知市本町３丁目６－２８

38 谷田内科クリニック 高知市本町４丁目１－５２ 本町MLプラザ１階 

39 さんさんクリニック 高知市鷹匠町１丁目１－８
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医療機関名 医療機関住所

40 帯屋町ハートクリニック 高知市帯屋町２丁目２－９ 帯屋町CENTRO２階２－２号

41 島本病院 高知市帯屋町２丁目６－３

42 高知いちょう医院 高知市追手筋１丁目９－２２ 高知メディカルプラザ２階

43 植田医院 高知市廿代町１－８

44 中ノ橋病院 高知市永国寺町１－４６

45 竹下病院 高知市与力町３－８

46 岡村病院 高知市入明町１－５

47 愛幸病院 高知市入明町１４－２

48 木村病院 高知市寿町８－８

49 吉川内科消化器科 高知市伊勢崎町１０－１１

50 小谷放射線科内科 高知市吉田町２－８

51 愛宕病院 高知市愛宕町１丁目１－１３

52 依光内科クリニック 高知市愛宕町１丁目２－２２

53 瀬戸内科 高知市愛宕町２丁目２２－３

54 高橋病院 高知市愛宕町３丁目９－２０

55 福井小児科・内科・循環器科 高知市愛宕町３丁目１２－３

56 高松内科クリニック 高知市大川筋２丁目５－４８

57 よりみつ内科消化器内科 高知市三園町２２７

58 菅野医院 高知市東久万８４－２１

59 くぼぞえ外科胃腸内科 高知市相生町１－２０

60 高知病院 高知市相生町１－３５

61 クリニック地球33番地 高知市北本町４丁目４－６１

62 純クリニック 高知市栄田町１丁目２－１６

63 みなみの風診療所 高知市栄田町３丁目７－１

64 島津病院 高知市比島町４丁目６－２２

65 福田心臓・消化器内科 高知市東秦泉寺６７－１

66 いずみの病院 高知市薊野北町２丁目１０－５３

67 岩﨑胃腸科内科 高知市薊野東町９－３２

68 三愛病院 高知市一宮西町１丁目７－２５

69 浅井産婦人科・内科 高知市一宮東町１丁目７－７

70 一宮きずなクリニック 高知市一宮東町５丁目５－１３

71 亀井クリニック 高知市札場１８－２２

72 お日さまクリニック 高知市南川添２３－７

73 たかさきクリニック胃腸科・内科 高知市杉井流２－３２

74 高知市土佐山へき地診療所 高知市土佐山桑尾１８４２－２

75 久病院 高知市桜井町１丁目２－３５

76 寺尾内科クリニック 高知市はりまや町１丁目５－３３ 土電ビル４階

77 谷岡内科小児科 高知市はりまや町３丁目２１－１７

78 だいいちリハビリテーション病院 高知市九反田２－１４

79 高知記念病院 高知市城見町４－１３
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80 下村病院 高知市南はりまや町１丁目７－１５

81 秋沢内科 高知市東雲町８－４７

82 図南病院 高知市知寄町１丁目５－１５

83 つつみ内科胃腸科クリニック 高知市知寄町１丁目６－３４

84 あおば内科呼吸器科 高知市知寄町２丁目２－４１

85 土佐田村病院 高知市稲荷町１１－２０

86 田村内科整形外科病院 高知市二葉町１０－１０

87 高知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０

88 福森内科クリニック 高知市葛島２丁目３－２１

89 青木脳神経外科形成外科 高知市高須新町１丁目６－２６

90 きたじま内科クリニック 高知市高須２丁目５－２２

91 こうちクリニック胃腸科内科 高知市大津甲５５３－２

92 おの肛門科胃腸科外科 高知市大津甲５６０－２

93 高知城東病院 高知市大津乙７１９

94 つねまつ内科 高知市大津乙１０４１－４

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

96 福留内科 高知市介良乙３２３６－２

97 けら小児科アレルギー科 高知市介良３５２－１

98 潮江高橋病院 高知市土居町９－１８

99 ふたばクリニック 高知市役知町１５－７

100 二山整形外科 高知市潮新町１丁目６－３０

101 横田胃腸科内科 高知市潮新町１丁目１６－１０

102 たしま耳鼻咽喉科 高知市潮新町２丁目１１－５

103 ながの内科クリニック 高知市新田町１４－３１

104 梅ノ辻クリニック 高知市梅ノ辻８－７

105 絹川医院 高知市桟橋通１丁目７－１７

106 島崎クリニック 高知市桟橋通２丁目１２－５

107 高知県総合保健協会 高知市桟橋通６丁目７－４３

108 吉村神経内科リハビリクリニック 高知市百石町２丁目２－１

109 にしの内科クリニック循環器・心臓内科 高知市百石町２丁目２９－１６

110 市川医院 高知市百石町３丁目８－２０

111 うしおえ太陽クリニック 高知市竹島町１３－１メディカルビル・イーア２階

112 小林レディスクリニック 高知市竹島町１３－１メディカルビル・イーア３階

113 玉木内科小児科クリニック 高知市高見町１８９－１

114 高知生協　潮江診療所 高知市高見町３６３－１

115 塩見クリニック 高知市六泉寺８７－５

116 大川内科 高知市萩町１丁目６－５２

117 長浜病院 高知市長浜８０１

118 クリニックひろと 高知市長浜４８２３

119 依岡内科 高知市横浜新町３丁目１１６
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120 横浜ニュータウン内科 高知市横浜新町４丁目２３１５

121 横浜病院 高知市横浜東町１０－１

122 内科・小児科つむぎ診療所 高知市瀬戸１丁目２－５８

123 塩見整形外科 高知市瀬戸南町１丁目２－３０

124 梅原産科婦人科 高知市瀬戸南町２丁目１－１０

125 武林整形外科 高知市仁井田６４５

126 誠内科 高知市仁井田４３５０－２

127 坂井内科小児科 高知市十津３丁目６－２８

128 永井病院 高知市春野町西分２０２７－３

129 はるの森澤クリニック 高知市春野町東諸木３１６３

130 みなみが丘ポラリスクリニック 高知市春野町南ヶ丘１丁目４－１

131 春野うららかクリニック 高知市春野町南ヶ丘７丁目１６

132 リハビリテーション病院　すこやかな杜 高知市春野町芳原字北東原１３１６－１


