
次の患者も診療可能

乳幼児
（未就学児）

小児
（小学生）

自院の
患者
以外

廿日市市
せいこう胃腸科・外科
医院

廿日市市佐方562-2 0829-32-0070 ○ 再診のみ
10:00～12:00，
15:00～17:00

10:00～12:00，
15:00～17:00

10:00～12:00，
15:00～17:00

10:00～12:00
10:00～12:00，
15:00～17:00

10:00～12:00 ― ―

廿日市市
医療法人あわや内科
クリニック

廿日市市佐方4-4-13 0829-34-0288 ○ ○ ○ ○ ○ ○
9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30
9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30 ― ― あり

廿日市市
えだひろ内科成人病
クリニック

廿日市市下平良１丁目
3-36-302

0829-31-1700 ○
○
（備考
参照）

9:00～11:30，
15:00～17:00

9:00～11:30，
15:00～17:00

9:00～11:30，
15:00～17:00

9:00～11:30
9:00～11:30，
15:00～17:00

9:00～11:30 ― ―

自院かかりつけの患者
のみ。
初診での非対面診療は
当院に受診歴のある方
に限ります。

廿日市市 山根クリニック 廿日市市宮内1528-10 0829-38-5177 ○ ○ ○ ○
9：00～12：30，
14：30～18：00

9：00～12：30，
14：30～18：00

9：00～12：30
9：00～12：30，
14：30～18：00

9：00～12：30，
14：30～18：00

9：00～12：30 ― ―

廿日市市
ひろしまこどもクリ
ニック

廿日市市宮内4478－1
－１F 0829-37-1230 ○ 再診のみ ○ ○

9:00～12:00，
15:00～18:00

9:00～12:00，
15:00～18:00

9:00～12:00，
15:00～18:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:00～18:00

9:00～12:00 ― ―
自院で検査した方また
は自院かかりつけの方

廿日市市 廿日市野村病院
廿日市市宮内字佐原田
4209-2 0829-38-2111 ○ 再診のみ

9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

―
9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

― ― ○

廿日市市 仁愛内科医院 廿日市市地御前3-18-9 0829-36-3100 ○ ○ 再診のみ ○ ○ 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照 備考参照

診療の合間に行ってい
るため，診療時間は決
まっていません。

廿日市市 小田耳鼻咽喉科医院 廿日市市宮内728-1 0829-39-7733 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:00，
14：30～17:00

9:00～12:00，
14：30～17:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
14：30～17:00

9:00～12:00，
15：00～17:00

9:00～12:00 ― ―

廿日市市
勝谷・小笠原クリニッ
ク

廿日市市地御前2－10
－22 0829-36-0262 ○ ○ ○

9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～11:00
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～11:00 ― ― ○

廿日市市
医療法人社団　おお
くぼ内科

廿日市市永原1235-1 0829-74-3400 ○ 再診のみ
9:00～12:00，
14:30～17:00

9:00～12:00，
14:30～17:00

9:00～12:00，
14:30～17:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
14:30～17:00

9:00～12:00 ― ―

オン
ライン

オンライン
診療時
アプリ
使用料

初診
対応可

対象患者 診療時間

備考
コロナ治療薬
（パキロビット）
処方可能

新型コロナウイルス感染症に係る電話・オンライン診療実施医療機関リスト

まずは「検査した医療機関」を受診してください。それが困難だった場合に，この一覧に記載の医療機関に問い合わせてください。

陽性診断を受けた医療機関以外を受診する場合は，「初診対応可」に○がついている医療機関を受診してください。

月曜日 火曜日 日曜日 祝日水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療

電話
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電話

廿日市市 宮島クリニック 廿日市市宮島町1185-1 0829-44-1770 ○ ○ ○ ○ ○
9:00～12:00，
14:30～17:30

9:00～12:00，
14:30～17:30

9:00～12:00
9:00～12:00，
14:30～17:30

9:00～12:00，
14:30～17:30

9:00～12:00 ― ― ○

大竹市
医療法人英眞会　坪
井クリニック

大竹市本町1-1-18 0827-52-8337 ○ 再診のみ
○
（備考
参照）

10:00～12:00，
16:00～17:00

10:00～12:00，
16:00～17:00

10:00～12:00，
16:00～17:00

10:00～12:00
10:00～12:00，
16:00～17:00

10:00～12:00 ― ―
12歳以上のみ。
自院患者を優先。

○

【注意事項】
・受診時には必ず保険証をご用意ください。
・なるべくお近くの医療機関にお問い合わせください。
・「初診」とは，「自院において新型コロナウイルスに関する診療歴（コロナ検査など疑い時の診療を含む）がない」ことを指します。「再診」とは「自院において新型コロナウイルスに関する診療歴（コロナ検査など疑
い時の診療を含む。）がある」ことを指します。
・アプリの使用料以外に，薬の送料など別途費用がかかる場合があります。


