
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

竹原市
おぎ皮膚科アレル
ギー科クリニック

竹原市下野町小井手
3270－1 0846-23-5512 ○ ○ ○ ○

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，
14:30～17:00

9:00～12:00，
14:30～17:00

― ―

電話で予約下さい。
診療時間内に電話を頂
き、オンラインの時間予
約をお願いしています。

○ あり

竹原市
医療法人楽生会馬
場病院

竹原市下野町１７４４ 0846-22-2071 ○ ○ 再診のみ 15：30～16：30 15：30～16：30 ― ― 15：30～16：30 ― ― ―

竹原市
医療法人社団仁寿
会こうの医院

竹原市中央3丁目15番1
号 0846-22-2325 ○

○
（備考
参照）

○ ○
10:00～12:00，
14:00-17:00

10:00～12:00，
14:00-17:00

10:00～12:00，
14:00-17:00

10:00～12:00
10:00～12:00，
14:00-17:00

10:00～12:00 ― ―

自院の患者およびその
ご家族のみ対応可。
2回目以降は当院から
時間を指定。

○

竹原市
医療法人社団　城原
胃腸科整形外科

竹原市中央3丁目4-1 0846-22-2632 ○ 再診のみ
9:00～12:00，
14:00～18:00

9:00～12:00，
14:00～18:00

9:00～12:00，
14:00～18:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
14:00～18:00

9:00～12:00，
14:00～16:00

― ―

竹原市 米田小児科医院
竹原市中央二丁目18-
15 0846-22-1239 ○ 再診のみ ○ ○

○
（備考
参照）

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，
15:00～18:00

9:00～12:00，
14:00～16:00

― ―

小児科なので、原則小
児。ただし小児が患者
でその同一家族（初診
可）にはできるだけ対応
する。
時間を定めていない
が、診療状況に応じて
時間を調整している。

竹原市
桑原内科循環器科
医院

竹原市中央2丁目20-25 0846-22-2009 ○
○
（備考
参照）

○ 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 ― ―

当院は院内処方のため
薬剤の配送を行うこと
は困難です。
当院ではコロナ陽性で
あっても感染対策に留
意し、対面での診療も
行っています。

東広島市 東広島記念病院
東広島市西条町吉行
2214 082-423-6661 ○ ○

○
（備考
参照）

○
8：45～12：30，
14：30～17：30

8：45～12：30，
14：30～17：30

8：45～12：30，
14：30～17：30

8:45～12:30
8：45～12：30，
14：30～17：30

8:45～12:30  
14:00～16:30

― ―

原則再診の方のみ。
状況により対応不可の
場合はありますが，初
診の場合は、来院して
いただき隔離した状態
での診療を受けていた
だくことがあります。
受付時間はあくまでも
オンライン診療の予約
のための受付の時間で
す。
お電話していただき、そ
の上で、オンライン診療
時間を設定させていた
だきます。

○

東広島市
医療法人かとう小児
科アレルギー科

東広島市西条土与丸5-
9-6 082-421-5522 ○ 再診のみ ○ ○

9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00，
15:30～18:00

― ― 成人不可

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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東広島市 井野口病院
東広島市西条土与丸6
丁目1-91 082-422-3711 ○ 再診のみ

9：00～12：00，
15：00～17：00

9：00～12：00，
15：00～17：00

―
9：00～12：00，
15：00～17：00

9：00～12：00，
15：00～17：00

9：00～12：00，
15：00～17：00

― ―
当院で陽性診断を受け
た患者様に限ります。

○

東広島市 そね内科クリニック
東広島市西条町御薗宇
4281－1　東広島クリ
ニックビル1階

082-426-6855 ○ 再診のみ
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00 ― ―
日本語が通じない方不
可

東広島市
医療法人社団葵会
八本松病院

東広島市八本松東三丁
目9番30号 0824-20-1230 ○ 再診のみ

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，
15:00～18:00

9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30 ― ― 妊婦不可

東広島市
こどもクリニック八本
松

東広島市八本松南2丁
目4ｰ15 082-428-1150 ○ ○ 再診のみ ○ ○ 15:30～18:00 9：00～12：00

9：00～12：00，
15:30～18:00

9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00 ― ― 電話で事前予約が必 あり

東広島市 三木医院
東広島市志和町別府
1324 082-433-2501 ○ 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

9:00～11:40
9:00～12:00，
14：30～17:00

9:00～12:00 ― ―

東広島市
医療法人社団親心
会　小西脳外科内科
医院

東広島市高屋町造賀
2957-1 082-430-2020 ○ 再診のみ

8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00
8:30～12:00，
15:00～18:00

―
8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00 ― ―

東広島市 白市診療所
東広島市高屋町白市
716－1 082-434-2020 ○ 再診のみ ○ ○ 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 ― ―

一度は自院にかかられ
た方（コロナの対面診
療を初診で行った方を
含む）のみ診療を行い
ます。

東広島市
むぎ耳鼻咽喉科医
院

東広島市黒瀬町兼広
140 0823-83-3387 ○ ○

○
（備考
参照）

○ ○
9:00～12:30，
14:30～17:30

9:00～12:30，
14:30～17:30

9:00～12:30，
14:30～17:30

―
9:00～12:30，
14:30～17:30

9:00～12:30 ― ―

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。
新型コロナ（疑い含む）
の患者さんは、可能な
限り直接来院していた
だき、駐車場車内又は
別室での対面診療を基
本としております。
必ず医院の予約システ
ムから予約をお取りくだ
さい。
電話での問い合わせは
診療に支障をきたしま
すのでご遠慮ください。

○ あり

大崎上島町ときや内科 大崎上島町沖浦1001 0846-63-0001 ○ ○ ○
8:00～11:00，
13:30～15:00

8:00～11:00，
13:30～15:00

8:00～11:00，
13:30～15:00

8:00～11:00
8:00～11:00，
13:30～15:00

8:00～11:00 ― ―
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【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。


