
実施機関名 所在地 電話番号

国吉病院 高知県高知市上町１丁目3番4号 088-875-0231

岡村病院 高知県高知市入明町1-5 088-822-5155

高知病院 高知県高知市相生町1番35号 088-883-3211

だいいちリハビリテーション病院 高知県高知市九反田2番14号 088-882-0811

高知記念病院 高知県高知市城見町4-13 088-883-4377

誠内科 高知県高知市仁井田4350-2 088-847-6000

平田病院 高知県高知市本町5丁目4-23 088-875-6221

南病院 高知県高知市本町3丁目6-28 088-822-0505

潮江高橋病院 高知県高知市土居町9番18号 088-833-2700

長浜病院 高知県高知市長浜801 088-841-2337

川村病院 高知県高知市上町5丁目6-20 088-823-7433

高知厚生病院 高知県高知市葛島1丁目9-50 088-882-6205

土佐田村病院 高知県高知市稲荷町11番20号 088-883-3544

高知医療生活協同組合旭診療所 高知県高知市旭上町32 088-844-0809

上町病院 高知県高知市上町1丁目7番34号 088-823-3271

図南病院 高知県高知市知寄町1丁目5-15 088-882-3126

愛宕病院 高知県高知市愛宕町1丁目1番13号 088-823-3301

朝倉病院 高知県高知市朝倉丙1653-12 088-844-2701

高知城東病院 高知県高知市大津乙719 088-866-2326

高知西病院 高知県高知市神田317-12 088-843-8220

細木病院 高知県高知市大膳町37 088-822-7211

三愛病院 高知県高知市一宮西町1丁目7-25 088-845-5291

岡林病院 高知県高知市神田598 088-832-8821

横浜病院 高知県高知市横浜東町10番1号 088-842-7100

梅原産科婦人科 高知県高知市瀬戸南町2丁目1番10号 088-842-0700

久病院 高知県高知市桜井町1丁目2番35号 088-883-6264

高橋病院 高知県高知市愛宕町3丁目9-20 088-822-1616

高知総合リハビリテーション病院 高知県高知市一宮南町１丁目10番15号 088-845-1641

高知医療生活協同組合高知生協病院 高知県高知市口細山206-9 088-840-0123

下村病院 高知県高知市南はりまや町1-7-15 088-882-7161

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

坂井内科小児科 高知県高知市十津3丁目6番28号 088-847-5511

高知医療生活協同組合潮江診療所 高知県高知市高見町363-1 088-833-9511

内田脳神経外科 高知県高知市塚ノ原37 088-843-1002

依岡内科 高知県高知市横浜新町3丁目116 088-841-1170

おの肛門科胃腸科外科 高知県高知市大津甲560番地2 088-866-5500

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

はまだ産婦人科 高知県高知市高須3丁目1番28号 088-882-0777

山村病院 高知県高知市下島町106番地 088-872-5038

クリニックグリーンハウス 高知県高知市上町1丁目7番1号 088-871-1711

田村産婦人科 高知県高知市鷹匠町1丁目1番10号 088-823-1110

二山整形外科 高知県高知市潮新町1丁目6番30号 088-832-0011

武林整形外科 高知県高知市仁井田645 088-847-6080

川村整形外科 高知県高知市曙町1-19-1 088-843-5252

石立クリニック 高知県高知市石立町96-5 088-831-6661

吉岡クリニック 高知県高知市上町2丁目5-1 臼井エステートビル2階 088-871-1666

植田医院 高知県高知市廿代町1番8号 088-823-8814

寺尾内科クリニック 高知県高知市はりまや町1-5-33 土電ビル4F 088-884-8880
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藤井クリニック 高知県高知市朝倉乙988 088-844-7070

横浜ニュータウン内科 高知県高知市横浜新町4-2315 088-841-5001

出原診療所 高知県高知市永国寺町6番2号 088-825-3211

こうちクリニック胃腸科内科 高知県高知市大津甲553番地2 088-866-0006

高知脳神経外科病院 高知県高知市朝倉戊767-5 088-840-3535

木村病院 高知県高知市寿町8-8 088-822-7231

吉川内科消化器科 高知県高知市伊勢崎町10番11号 088-871-3355

菅野医院 高知県高知市東久万84番21 088-820-1400

高松内科クリニック 高知県高知市大川筋2丁目5-48 088-872-5500

島津病院 高知県高知市比島町4-6-22 088-823-2285

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

浜田循環器内科 高知県高知市本町5丁目2番16号 088-823-8170

瀬戸内科 高知県高知市愛宕町2丁目22-3 088-873-1794

亀井クリニック 高知県高知市札場18番22号 088-885-5533

下司病院 高知県高知市本町3丁目5番13号 088-823-3257

青山整形外科 高知県高知市大津乙1877番地4 088-866-5366

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

竹村循環器科内科 高知県高知市玉水町82 088-872-1800

松岡クリニック 高知県高知市横内454 088-844-7117

島本病院 高知県高知市帯屋町2丁目6番3号 088-873-6131

福森内科クリニック 高知県高知市葛島2丁目3-21 088-884-3161

もみのき病院 高知県高知市塚ノ原6－1 088-840-2222

潮見台診療所 高知県高知市潮見台3-131 088-860-1593

田村内科整形外科病院 高知県高知市二葉町10番10号 088-883-1777

秋沢内科 高知県高知市東雲町8-47 088-882-3770

畠中クリニック 高知県高知市追手筋1丁目9-22 高知メディカルプラザ1F 088-822-6105

絹川医院 高知県高知市桟橋通1丁目7番17号 088-833-5222

さんさんクリニック 高知県高知市鷹匠町1丁目1番8号 088-822-5531

中ノ橋病院 高知県高知市永国寺町1-46 088-872-4069

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

岩﨑胃腸科内科 高知県高知市薊野東町9-32 088-846-7171

塩見クリニック 高知県高知市六泉寺町87-5 088-805-0002

梅ノ辻クリニック 高知県高知市梅ノ辻8-7 088-833-4580

いずみの病院 高知県高知市薊野北町2丁目10番53号 088-826-5511

藤田クリニック 高知県高知市旭町2-23-35 088-820-6001

坂本医院 高知県高知市朝倉南町4-25 088-843-8801

小谷放射線科・内科 高知県高知市吉田町2番8号 088-873-6111

高知高須病院 高知県高知市大津乙2705-1 088-878-3377

県庁前クリニック 高知県高知市升形4-3 088-823-6651

クリニックひろと 高知県高知市長浜4823番地 088-841-2327

きたむら心臓血管外科内科 高知県高知市薊野南町28-45 088-845-6711

	あさひ石川クリニック 高知県高知市中須賀町107 088-822-8862

快聖クリニック 高知県高知市鴨部1085番地1 088-850-0038

きたじま内科クリニック 高知県高知市高須2丁目5-22 088-878-1300

福留内科 高知県高知市介良乙3236-2 088-860-5696

たむら内科クリニック 高知県高知市曙町1丁目1-20 088-850-0008

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

純クリニック 高知県高知市栄田町1丁目2-16 088-822-8171

けら小児科アレルギー科 高知県高知市介良352-1 088-860-1350

ながの内科クリニック 高知県高知市新田町14番31号 088-837-1233

なかやまクリニック内科・循環器科 高知県高知市介良乙1049 高知東メディカルスクエア3Ｆ 088-878-7007
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小林レディスクリニック 高知県高知市竹島町13-1-3F 088-805-1777

あおば内科呼吸器科 高知県高知市知寄町2丁目2-41 088-861-5168

クリニック地球33番地 高知県高知市北本町4丁目4-61 088-880-0733

おがわハートクリニック 高知県高知市神田840-1 088-805-0810

うしおえ太陽クリニック 高知県高知市竹島町13-1 うしおえメディカルビル・イーア２F 088-805-0070

たかさきクリニック胃腸科・内科 高知県高知市杉井流2-32 088-885-6200

つねまつ内科 高知県高知市大津乙1041－4 088-866-5055

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

永井病院 高知県高知市春野町西分2027-3 088-894-6611

春野うららかクリニック 高知県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 高知県高知市春野町東諸木3163 088-841-0188

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

谷田内科クリニック 高知県高知市本町4丁目1-52 本町MLプラザ１F 088-854-7050

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

みなみの風診療所 高知県高知市栄田町3-7-1 088-826-3730

くぼぞえ外科胃腸内科 高知県高知市相生町1-20 088-884-5622

ふたばクリニック 高知県高知市役知町15-7 088-831-9050

うえたクリニック 高知県高知市高埇13番14号 088-885-0038

見元クリニック 高知県高知市西町42番地 088-855-8123

うぐるす内科クリニック 高知県高知市鵜来巣11-38-10 088-840-4976

市川医院 高知県高知市百石町3-8-20 088-832-2367

高知見元醫院 高知県高知市升形5-33 088-822-7168

よりみつ内科消化器内科 高知県高知市三園町227番地 088-824-3955

かもだの診療所 高知県高知市鴨部2丁目1-16 088-843-3215

くすのせクリニック 高知県高知市福井町811-1 088-872-2121

朝倉医療クリニック 高知県高知市朝倉丙534-1 088-856-6001

福井診療所内科消化器科 高知県高知市福井扇町1178-1 088-873-2886

宮上内科 高知県高知市朝倉東町51番1号 088-840-2121

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

きんろう病院 高知県高知市薊野北町3丁目2番28号 088-845-8711

帯屋町ハートクリニック 高知県高知市帯屋町2丁目2番9号 帯屋町CENTRO２F 088-875-4976

高知市土佐山へき地診療所 高知県高知市土佐山桑尾1842番地2 088-895-2636

一宮きずなクリニック 高知県高知市一宮東町5丁目5番13号 088-846-2221

お日さまクリニック 高知県高知市南川添23番7号 088-855-7233

山下脳神経外科 高知県高知市南元町3-13 088-825-2060

竹下病院 高知県高知市与力町3番8号 088-822-2371

島崎クリニック 高知県高知市桟橋通2丁目12-5 088-833-3344

にしの内科クリニック循環器・心臓内科 高知県高知市百石町2丁目29番16号 088-855-5524

浅井内科　 高知県高知市升形8番2号 088-872-2013

つむぎ診療所 高知県高知市瀬戸1-2-58 088-802-6688

高知いちょう医院 高知県高知市追手筋1丁目9番22号 高知メディカルプラザ2階 088-875-8105

横田クリニック 高知県高知市旭駅前町5番地 088-824-3122

ひまわり在宅クリニック 高知県高知市与力町12-10 ｼｬﾄﾚ片町1F 088-802-7000

高知こころクリニック 高知県高知市一宮南町1丁目15-13 マルナカ高知インター店2階 088-856-7489

大川内科 高知県高知市萩町1丁目6-52 088-855-7717

朝倉さわやかクリニック 高知県高知市朝倉丙350番地1 088-850-0070

泌尿器科・皮ふ科かさはらクリニック 高知県高知市鵜来巣11-38-10 あさくらﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3F 088-855-3311

室戸中央病院 高知県室戸市室津2273番地 0887-23-3311

松本医院 高知県室戸市吉良川町甲2263番地 0887-25-3455

むろとぴあ医院 高知県室戸市浮津60番1 0887-23-3993

室戸市立室戸岬診療所 高知県室戸市室戸岬町5368番地3 0887-23-3610
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森澤病院 高知県安芸市本町2丁目13-32 0887-34-1155

高知高須病院附属安芸診療所 高知県安芸市港町2丁目635 0887-34-3848

尾木医院 高知県安芸市本町3丁目10-30 0887-34-3155

津田クリニック 高知県安芸市庄之芝町9-34 0887-34-1195

宇都宮内科 高知県安芸市染井町1-38 0887-32-0500

まつうら内科消化器科 高知県安芸市土居1949-1 0887-35-8127

つつい脳神経外科 高知県安芸市本町2丁目2番1号 0887-34-0221

安芸クリニック 高知県安芸市東浜158番地1 0887-35-3575

北村病院 高知県南国市東崎1336番地 088-864-2101

南国病院 高知県南国市大埇甲1479-3 088-864-3137

藤原病院 高知県南国市大埇乙995番地 088-863-1212

南国中央病院 高知県南国市後免町3丁目1-27 088-864-0001

山本循環器内科・眼科 高知県南国市駅前町3丁目1-41 088-864-2575

高田内科 高知県南国市大埇乙1253-8 088-863-3925

川田内科 高知県南国市後免町4-2-7 088-864-2501

たかはし内科小児科 高知県南国市緑ヶ丘2丁目1715 088-865-5680

ＪＡ高知病院ＪＡ高知健診センター 高知県南国市明見字中野526-1 088-863-8510

いちはら内科小児科 高知県南国市大埇甲1775-1 088-863-3915

きび診療所 高知県南国市明見字五台山分800番 088-804-6500

南国いのうえクリニック 高知県南国市篠原1887番地2 088-855-8001

にしかわクリニック 高知県南国市後免町1丁目8-1 088-855-7676

あけぼのクリニック 高知県南国市田村乙1992-1 088-878-6611

領石蛍が丘クリニック 高知県南国市領石16-1 088-862-1123

土佐市立土佐市民病院 高知県土佐市高岡町甲1867 088-852-2151

松岡内科 高知県土佐市高岡町甲2158-2 088-852-4403

江渕診療所 高知県土佐市家俊1179 088-855-0113

井上病院 高知県土佐市高岡町甲2044 088-852-2131

橋本外科胃腸科内科 高知県土佐市高岡町甲750-1 088-852-5522

岸本内科 高知県土佐市宇佐町宇佐1738 088-856-0134

田所内科 高知県土佐市高岡町甲2018番地2 088-852-0036

なかの内科・胃腸科 高知県土佐市宇佐町宇佐456-3 088-850-3535

ひろせ整形外科リハビリテーションクリニック 高知県土佐市蓮池1004番地1 088-828-5052

伊与木クリニック 高知県土佐市蓮池1227-5 088-828-5222

杏クリニック 高知県土佐市高岡町丙64-1 088-856-6300

ネオリゾートちひろ病院 高知県須崎市中町１丁目6番25号 0889-42-2530

高陵病院 高知県須崎市横町1番28号 0889-42-2485

須崎くろしお病院 高知県須崎市緑町4番30号 0889-43-2121

島津クリニック 高知県須崎市西古市町3番15号 0889-43-0003

須崎菅野医院 高知県須崎市西糺町1番地 0889-43-1616

須崎医療クリニック 高知県須崎市多ノ郷甲5748-1 0889-43-1001

高知医療生活協同組合すさき診療所 高知県須崎市東古市町3-4 0889-40-0566

渡川病院 高知県四万十市具同2278-1 0880-37-2220

中村病院 高知県四万十市中村小姓町75 0880-34-3177

佐々木整形外科医院 高知県四万十市中村一条通5丁目79-2 0880-34-7177

木俵病院 高知県四万十市中村一条通3-3-25 0880-34-1211

中村クリニック 高知県四万十市中村大橋通７丁目1-10 0880-34-5100

小原外科肛門科胃腸科 高知県四万十市右山元町3丁目3番15号 0880-35-0108

森下病院 高知県四万十市中村一条通2丁目44番地 0880-34-3370

要医院 高知県四万十市駅前町13番17号 0880-34-1365

四万十市国民健康保険四万十市立市民病院 高知県四万十市中村東町１丁目1番27号 0880-34-2126

四万十市国民健康保険西土佐診療所 高知県四万十市西土佐用井1110-28 0880-52-1011
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さくらクリニック 高知県四万十市古津賀4-63 0880-35-2555

大野内科 高知県四万十市渡川１丁目1番3号 0880-37-5281

竹本病院 高知県四万十市右山1973番地2 0880-35-4151

温クリニック四万十 高知県四万十市具同5390 0880-34-8280

幡多クリニック 高知県四万十市右山天神町10番12号 0880-34-6211

渭南病院 高知県土佐清水市越前町6番1号 0880-82-1151

松谷病院 高知県土佐清水市天神町14番18号 0880-82-0001

足摺病院 高知県土佐清水市旭町18番71号 0880-82-1275

かずクリニック 高知県土佐清水市本町10番3号 0880-83-0020

あしずり岬診療所 高知県土佐清水市天神町1-26 0880-87-9100

聖ヶ丘病院 高知県宿毛市押ノ川1196番地 0880-63-2146

宿毛市立沖の島へき地診療所 高知県宿毛市沖の島町母島1005番地 0880-69-1330

大井田病院 高知県宿毛市中央8丁目3番6号 0880-63-2101

宿毛市立沖の島へき地診療所弘瀬出張所 高知県宿毛市沖の島町弘瀬344番地 0880-69-1331

筒井病院 高知県宿毛市平田町戸内1802番地 0880-66-0013

奥谷整形外科 高知県宿毛市駅前町2-703 0880-63-1202

田村内科クリニック 高知県宿毛市宿毛字鷺洲5361-7 0880-63-1668

川村内科クリニック 高知県宿毛市平田町戸内1256 0880-66-2911

いなげ胃腸科内科 高知県宿毛市高砂33-17 0880-62-1113

もえぎクリニック 高知県香南市赤岡町2066番地3 0887-57-3050

北村産婦人科 高知県香南市野市町西野551-3 0887-56-1013

藤田整形外科 高知県香南市野市町東野169-1 0887-56-0138

野市中央病院 高知県香南市野市町東野555番地18 0887-55-1101

藤川クリニック 高知県香南市野市町西野2192-2 0887-56-2211

西山内科 高知県香南市野市町西野51-1 0887-56-3800

さとう循環器消化器科 高知県香南市野市町西野587-15 0887-57-5311

寺田内科 高知県香南市夜須町坪井23番地1 0887-55-5100

鈴木内科 高知県香南市野市町みどり野1丁目64 0887-55-3030

山北内科リハビリクリニック 高知県香南市香我美町山北1304番地1 0887-54-2220

近森医院 高知県香南市野市町東野446-3 0887-54-2235

夜須診療所 高知県香南市夜須町手結298-30 0887-54-2250

野市整形外科医院 高知県香南市野市町西野2235 0887-56-3063

疋田内科 高知県香南市野市町西野2636-6 0887-56-2002

香長中央病院 高知県香美市土佐山田町西本町5丁目5番34号 0887-53-5155

同仁病院 高知県香美市土佐山田町百石町2-5-20 0887-53-3155

安岡クリニック 高知県香美市土佐山田町楠目163 0887-52-5626

坂本内科 高知県香美市土佐山田町東本町4丁目1-38 0887-53-2417

宇賀循環器内科・歯科 高知県香美市土佐山田町西本町2-3-1 0887-53-2101

佐野内科リハビリテーションクリニック 高知県香美市土佐山田町東本町3丁目2-41 0887-53-3031

小松内科 高知県香美市土佐山田町百石町1-7-8 0887-52-1151

岩河整形外科 高知県香美市土佐山田町百石町2丁目4番20号 0887-52-5000

楠瀬医院 高知県香美市土佐山田町楠目100 0887-53-4922

香北病院 高知県香美市香北町美良布1064-9 0887-59-2251

びらふ診療所 高知県香美市香北町美良布1317番地 0887-57-3456

香美市立大栃診療所 高知県香美市物部町大栃898-1 0887-58-2410

村上内科循環器科 高知県香美市土佐山田町2289-6 0887-52-0111

前田メディカルクリニック 高知県香美市香北町美良布1516-3 0887-57-3811

さくら香美クリニック 高知県香美市土佐山田町117-13 0887-53-2255

馬路診療所 高知県安芸郡馬路村大字馬路405-1 0887-44-2010

芸西病院 高知県安芸郡芸西村和食甲4268 0887-33-3833

田野病院 高知県安芸郡田野町1414-1 0887-38-7111

高知県5



実施機関名 所在地 電話番号

深谷内科 高知県安芸郡芸西村和食甲1604 0887-33-2401

中芸クリニック 高知県安芸郡田野町2145-1 0887-38-8111

野根診療所 高知県安芸郡東洋町野根丙1411番地1 0887-28-1388

いちごクリニック 高知県安芸郡奈半利町乙1628-1 0887-38-8815

はまうづ医院 高知県安芸郡奈半利町乙3742-1 0887-38-2718

寿美医院 高知県安芸郡東洋町甲浦542番地 0887-29-2824

宮田内科 高知県安芸郡奈半利町乙2657-1 0887-38-4545

芸西オルソクリニック 高知県安芸郡芸西村和食甲1495-1 0887-33-3503

和田医院 高知県安芸郡安田町安田1750 0887-38-6908

本山町立国民健康保険嶺北中央病院 高知県長岡郡本山町本山620番地 0887-76-2450

大杉中央病院 高知県長岡郡大豊町中村大王1497-1 0887-72-1003

大田口医院 高知県長岡郡大豊町船戸60-2 0887-73-0333

田井医院 高知県土佐郡土佐町田井1457 0887-82-0005

早明浦病院 高知県土佐郡土佐町田井1372番地 0887-82-0456

森木病院 高知県吾川郡いの町3674番地 088-893-0014

田村カルディオクリニック 高知県吾川郡いの町波川563 088-893-5712

高岡内科 高知県吾川郡いの町新町86 088-892-0296

安部病院 高知県吾川郡仁淀川町岩丸102番地 0889-34-2011

天王診療所 高知県吾川郡いの町天王北3丁目4番地1 088-891-6678

さくら病院 高知県吾川郡いの町鹿敷162 088-893-5111

西村整形外科医院 高知県吾川郡いの町256番地 088-893-2455

いの町立国民健康保険長沢診療所 高知県吾川郡いの町長沢254番地3 088-869-2211

いの町立国民健康保険仁淀病院 高知県吾川郡いの町1369 088-893-1551

山内内科 高知県吾川郡いの町枝川247-11 088-893-3111

仁淀川町国民健康保険大崎診療所 高知県吾川郡仁淀川町大崎300番地 0889-35-0211

とんぼクリニック 高知県吾川郡いの町205 サニーアクシスいの2F 088-879-0222

WESTほね関節クリニック 高知県吾川郡いの町駅前町220番地3 088-850-8811

高岩診療所 高知県吾川郡いの町下八川甲350番地1 088-867-2518

大国町内科クリニック 高知県吾川郡いの町大国町101 088-802-8278

佐川町立高北国民健康保険病院 高知県高岡郡佐川町甲1687番地 0889-22-1166

山﨑外科整形外科病院 高知県高岡郡越知町越知甲2107番地1 0889-26-1136

清和病院 高知県高岡郡佐川町乙1777番地 0889-22-0300

梼原町立松原診療所 高知県高岡郡梼原町松原578番地 0889-66-0031

大西病院 高知県高岡郡四万十町古市町6番12号 0880-22-1191

くぼかわ病院 高知県高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111

北島病院 高知県高岡郡越知町越知甲1662番地 0889-26-0432

前田病院 高知県高岡郡越知町越知甲2133番地 0889-26-1175

土居診療所 高知県高岡郡四万十町本堂401ｰ8 0880-24-1234

山﨑病院 高知県高岡郡越知町越知甲2041-3 0889-26-1123

梼原町立国民健康保険梼原病院 高知県高岡郡梼原町川西路2320番地1 0889-65-1151

高橋内科・呼吸器科・消化器科 高知県高岡郡四万十町東大奈路487-5 0880-22-1414

日高クリニック 高知県高岡郡日高村本郷字瀧ノ前7 0889-24-7785

石川ヘルスクリニック 高知県高岡郡四万十町榊山町7-23 0880-22-0002

つのやまクリニック 高知県高岡郡津野町力石2829-3 0889-62-2175

岡本内科 高知県高岡郡越知町越知甲1678 0889-26-1121

なかとさ病院 高知県高岡郡中土佐町久礼6614 0889-52-2040

上ノ加江クリニック 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江277-10 0889-40-2200

ファミリークリニック四万十 高知県高岡郡四万十町北琴平町2-37 0880-22-1295

津野町国保杉ノ川診療所 高知県高岡郡津野町杉ノ川甲38-3 0889-56-3333

津野町国保姫野々診療所 高知県高岡郡津野町姫野々473-1 0889-55-2001

中土佐町立上ノ加江診療所 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江2415-1 0889-54-1111
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四万十町国民健康保険大正診療所 高知県高岡郡四万十町大正459-1 0880-27-0210

四万十町国民健康保険十和診療所 高知県高岡郡四万十町昭和468番地 0880-28-5523

中土佐町立大野見診療所 高知県高岡郡中土佐町大野見吉野234番地 0889-57-2127

西森医院 高知県高岡郡佐川町中組49-4 0889-22-0351

武田医院 高知県高岡郡四万十町本町4-8 0880-22-0031

クリニック土佐久礼 高知県高岡郡中土佐町久礼6728-1 0889-52-2800

三原村国民健康保険診療所 高知県幡多郡三原村来栖野479番地 0880-46-2011

大月町国民健康保険大月病院 高知県幡多郡大月町鉾土603番地 0880-73-1300

大方クリニック 高知県幡多郡黒潮町入野2016-1 0880-43-2255

黒潮町国保鈴出張診療所 高知県幡多郡黒潮町鈴317番地3 0880-55-7283

黒潮町国保伊与喜出張診療所 高知県幡多郡黒潮町伊与喜25番地1 -

黒潮町国保拳ノ川診療所 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川31番地1 0880-55-7111

高知検診クリニック 高知県高知市知寄町2-4-36 088-883-9711

高知県総合保健協会 高知県高知市桟橋通6丁目7番43号 088-831-4800

高知県総合保健協会 高知県高知市桟橋通6丁目7番43号 088-831-4800

大月町国民健康保険大月病院 高知県幡多郡大月町鉾土603番地 0880-73-1300
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