
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

中区 もみじクリニック 中区白島北町17-2 082-502-8100 ○ 再診のみ ○ ○ 9:00～12:00
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:30
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00 9:00～12:00 ― ―

中区
医療法人社団 天野
医院

広島市中区西白島町7-
31 082-221-0121 ○ 再診のみ ○ ○

9:00～12:00，
14:00～18:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

―
9:00～12:00，
14:00～18:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

― ―

中区 江草玄士クリニック
中区八丁堀12-4 八丁
堀わかばビル3F 082-511-2666 ○ 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 ― ―

中区
医療法人かいせいク
リニック

中区鉄砲町5-7-7F 082-224-1111 ○ ○ ○ ○ ○
9:00～13:00，
14:30～18:30

9:00～13:00，
14:30～18:30

9:00～13:00，
14:30～18:30

9:00～13:00
9:00～13:00，
14:30～18:30

9:00～13:00 ― ―

中区
広島中央通り香月産
婦人科

中区三川町7-1香月メ
ディカルビル6F 082-546-2555 ○ 再診のみ ○ ○

10：00～11：00，
17：00～18：00

10：00～11：00，
17：00～18：00

―
10：00～11：00，
17：00～18：00

10：00～11：00，
17：00～18：00

― ― ― あり

中区 松島耳鼻咽喉科医院 中区袋町1-1 082-247-4718 ○ ○ ○ ○ ○ ○
9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00
9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00 ― ―

中区 たかの橋中央病院 中区国泰寺町2-4-16 082-242-1515 ○ 再診のみ ○ ○ 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～13:00 9:00～18:00 9:00～13:00 ― ―

中区
医療法人社団ばんぶ
会たけもとクリニック

中区鶴見町14-6 082-541-0202 ○ 再診のみ ○ ○
8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30
8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30 ― ―

中区
とうぎ整形外科リハビ

リクリニック
広島市中区南竹屋町5-
8

082-244-4114 ○ ○ 〇 ○ ○
9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00 ― ―

中区
医療法人社団おとり
す会

中区大手町4-1-1大手
町平和ビル1F 082-241-8930 ○ 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
9：00～12：30，
15：00～18：00

9：00～12：30 ― ―

中区
女性クリニックラポー
ル

中区大手町5-3-1 082-241-6009 ○ ○
○

（備考
参照）

○ ○ 15:00～18:00 ― ― 15:00～18:00 15:00～18:00 15:00～18:00 ― ―

※初診の方は、電話診
察はできません。
必ず当院の予約システ
ムから予約をお取りくだ
さい。

○ あり

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

中区
ちゃたに脳神経すい
みんクリニック

中区大手町5-7-3 082-246-1811 ○ ○ ○ ○
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 ― ―

中区
よしだハートクリニッ
ク

中区大手町3丁目13-
8， 本逕寺ビル2F 082-246-4188 ○ 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
9:00～12：00，
15:00～17：00

9:00～12：00 ― ―

中等症・重症者不可。
事前に左記時間帯に電
話連絡いただき、受診
時間を決定します。

中区
大手町こぶけ内科ク
リニック

中区大手町3-1-11 082-504-6255 ○ 再診のみ ○ ○ 8：30～18：00 8：30～18：00 8：30～18：00
8：30～13：00
（第１，３木曜日の
み）

8：30～18：00 8：30～13：00 ― ―

電話があったときに対応
しますが，なるべく診療
時間内にご連絡くださ
い。左記時間外では留
守番電話が緊急連絡先
の番号を言うので，かけ
なおしてください。

中区 山崎医院 中区大手町二丁目6-11 082-247-1001 ○ ○ ○ ― 15:00～17:00 10:00～12:00
10:00～12:00，
15:00～17:00

10:00～12:00，
15:00～17:00

10:00～12:00 ― ―

中区
甲斐内科・漢方内科
クリニック

広島市中区大手町2丁
目7-2　Balcom大手町ビ
ル5階

082-545-7377 ○ 再診のみ
9：00～13：00，
15：00～17：00

9：00～13：00，
15：00～17：00

9：00～13：00，
15：00～17：00

―
9：00～13：00，
15：00～17：00

9：00～12：00 ― ― 重症者不可

中区 千田こどもクリニック 中区千田町2-1-27 082-543-6230 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00，
14:00～18:00

9:00～12:00，
15:30～18:00

―
9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

― ―

中区
まつおか内科・脳神
経内科

中区本川町1丁目1-24-
303 082-533-8674 ○ 再診のみ ○ ○ 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 ― ― ―

中区
さくら内科・循環器内
科

中区本川町1-1-26 082-503-2233 ○ 再診のみ 9：00～18：30 9：00～18：30 9：00～18：30 9：00～12：30 9：00～18：30 9：00～17：00 ― ―



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

中区 いけだ放射線科内科 中区羽衣町11-2 082-241-3058 ○ 再診のみ ○
9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:30
9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:30 ― ―
事前に電話連絡し、受
診時間を決定。

中区
医療法人　岡本内科
消化器科クリニック

中区光南1丁目15-5 082-245-3649 ○ 再診のみ
11:00～12:00，
15:00～17:00

11:00～12:00，
15:00～17:00

11:00～12:00，
15:00～17:00

11:00～12:00
11:00～12:00，
15:00～17:00

11:00～12:00 ― ―

中学生以上対応可。
8月13日～8月17日，12
月29日～1月4日は休
診。

中区
松本内科循環器科医
院

中区光南1丁目16番23
号

082-243-7585 ○ 再診のみ
9:00～12:30，
14:30～18:00

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 ― ― 重症者不可

中区 細川・内藤医院 中区江波東1丁目13-28 082-291-1111 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30
9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30 ― ― 重症者不可

中区
榎木内科・循環器科
医院

広島市中区江波南1-
39-9 082-291-8101 ○ ○ 再診のみ 16:00～17:00 16:00～17:00 16:00～17:00 16:00～17:00 16:00～17:00 ― ― ― あり

中区
医療法人社団　山下
内科医院

中区西川口町12番7号 082-231-5501 ○ 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
9：00～12：00，
15：00～17：00

9：00～12：00 ― ―

中区
医療法人津田耳鼻咽
喉科医院

中区舟入本町１２－７ 082-232-5595 ○ 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
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00 ― ―

東区 古江クリニック 東区戸坂中町6-8 082-229-0331 ○ 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
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00 ― ―

東区 築山内科医院
広島市東区戸坂山崎町
８ー９

082-229-0737 ○ 再診のみ
9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00 ― ―

東区 医療法人　石田医院
東区戸坂出江2丁目10-
31 082-229-0118 ○ 再診のみ

9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
16:00～18:00

9:00～12:00 ― ―

東区
おちあい循環器内科
クリニック

東区温品4-6-22 082-289-6677 ○ 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

― ― ―
自院でコロナ感染と診
断した患者のみ対応可



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

東区 小田内科クリニック 東区曙5丁目3-26 082-568-0700 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00
9:00～13:00，
15:00～18:00

9:00～13:00 ― ―

当院で初診（対面診療）
を行った患者の再診の
み対応可

東区 森整形外科 東区光町1丁目3-16 082-264-5225 ○ 再診のみ ○ ○
9:30～12:00，
14:30～17:30

9:30～12:00，
14:30～17:30

9:30～12:00，
14:30～17:30

9:30～12:00
9:30～12:00，
14:30～17:30

9:30～12:00 ― ―

東区 たかた内科クリニック 東区若草町10-15 082-263-5077 ○ 再診のみ ― 15:00～17:30 15:00～17:30 15:00～17:30 15:00～16:00 15:00～16:00 ― ― 重症者不可

東区
津谷内科呼吸器科ク
リニック

東区牛田早稲田1-6-3 082-221-5463 ○ ○ ○ ○
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

9:00～12:00 ― ―

電話診療は診療時間内
で対応しますが，来院出
来ない場合はオンライン
診療の登録をお願いし
ています。
オンライン診療はweb登
録の予約可能枠から予
約していただきます。

あり

東区
耳鼻咽喉科　佐藤ク
リニック

東区牛田早稲田１丁目
3－26 082-211-1433 ○ 再診のみ 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 ― ― ―

東区
外科胃腸科　いとう
医院

東区牛田中１丁目11-
12 082-227-0900 ○ 再診のみ

10:00～12:00，
15:00～17:30

10:00～12:00，
15:00～17:30

10:00～12:00
10:00～12:00，
15:00～17:30

10:00～12:00，
15:00～17:30

10:00～12:00 ― ―

東区
医療法人社団聖愛会
ぎおん牛田病院附属
牛田クリニック

東区牛田本町1丁目5番
14号 082-223-3020 ○ 再診のみ

9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00，
14:00～17:00

9:00～12:00 ― ― ○

東区 碓井内科胃腸科医院
広島市東区牛田本町４
丁目２番９号 082-228-0680 ○ 再診のみ 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 ― ―



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

東区
すみよし内科クリニッ
ク

東区牛田新町3丁目14-
23

082-512-1181 ○ 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
9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30 ― ―

原則、自院に来院され
て新型コロナ感染の診
断をした方。
院外処方になります。

南区
医療法人社団　藤村
医院

南区大州2-15-11 082-281-5523 ○ 再診のみ
9:00～12:30，
14:30～17:00

9:00～12:30，
14:30～17:00

9:00～12:30
9:00～12:30，
14:30～17:00

9:00～12:30，
14:30～17:00

9:00～12:00 ― ― 中等症、重症不可

南区
医療法人社団まりも
会　ヒロシマ平松病
院

南区比治山本町11-27 082-256-3650 ○ 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
診療時間は，特定（限
定）していません。

○

南区
医療法人山田外科内
科医院

南区段原日出一丁目15
番13号 082-281-5711 ○ 再診のみ ○ 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 ― ―

南区 SKY　CLINIC 南区大須賀町20-13 082-261-1171 ○ 再診のみ ○ ○
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
9：00～12：30，
14：30～17：30

9：00～12：30
（第１土曜日の
み，備考参照）

備考
参照

備考
参照

土日祝日も有症状者に
は電話にて診察あり。
当院でコロナ陽性判定
を受けた患者の再診の
み、電話対応していま
す。

南区
ビッグフロント広島内
科呼吸器クリニック

南区松原町5-1　ビッグ
フロントひろしま4階

082-569-1181 ○ ○ ○ 15:30～16:30 15:30～16:30 15:30～16:30 ― 15:30～16:30 ― ― ― あり

南区 三上内科医院 南区松原町3－1－205 082-263-1745 ○ 再診のみ ○ ○
9：00～12：30，
14：00～18：00

9：00～12：30，
14：00～18：00

9：00～13：00
9：00～12：30，
14：00～18：00

9：00～12：30，
14：00～18：00

9：00～13：00 ― ―

南区 八幡内科
南区松原町9-1　福屋
広島駅前店10階 082-568-3050 ○ 再診のみ ○ ○

10:00～13:00，
15:00～18:00

10:00～13:00，
15:00～18:00

―
10:00～13:00，
15:00～18:00

10:00～13:00，
15:00～18:00

10:00～13:00，
15:00～18:00

― ―

南区
医療法人　新でしお
病院

南区出汐１丁目３-９ 082-251-7286 ○ ○ 再診のみ ○ ○ ― 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 14:00～16:00 ― ― ― あり



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

南区 和田耳鼻咽喉科 南区宇品神田5-5-9 082-256-1133 ○ 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

8:00-10:00 ― ―

南区 田村医院
南区宇品海岸2丁目12-
25

082-251-4043 ○ 再診のみ
9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～11:30
9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～11:30 ― ―

自院に診察歴のある患
者さんのみ
小児不可，重症患者不
可

南区 たではらクリニック
南区宇品神田1-2-16-
3F 082-250-5220 ○ ○ 再診のみ

12:00-12:30，
14:30-15:00，
17:00-17:30

12:00-12:30，
14:30-15:00，
17:00-17:30

12:00-12:30
12:00-12:30，
17:00-17:30

12:00-12:30，
14:30-15:00，
17:00-17:30

12:00-12:30 ― ― あり

南区 冨原脳神経外科医院
南区宇品神田2丁目12-
16 082-255-2255 ○ 再診のみ ○ ○

9:30～12:00，
15:30～17:00

9:30～10:30，
15:30～17:00

9:30～12:00 9:30～10:30
9:30～11:00，
15:30～17:00

9:30～12:00 ― ―
自院通院中の患者のみ
対応。

南区
医療法人さつき会
井上内科医院

南区宇品神田二丁目
15-3 082-251-1711 ○ 再診のみ

9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00
9:00～13:00，
14:30～18:00

9:00～13:00 ― ― 重症者不可，12歳以上

南区
医療法人社団　福原
医院

南区翠1丁目2-11 082-251-1092 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30 9:00～12:30
9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30 ― ― ○
あり

（電話診療）

南区 平賀内科クリニック
南区南区皆実町６丁目
１４番4号 082-253-1569 ○ 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

時間は定めていませ
ん。電話での問い合わ
せが必要です。

○

南区
医療法人　小児科さ
とうクリニック

南区宇品西3-1-45-3 082-250-2311 ○ ○ ○ ○ ○
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，
15:00～18:00

9:00～12:00 ― ―

南区 野島内科医院
南区東雲本町1丁目12-
3 082-282-5517 ○ ○ ○ 15：00～17：30 15：00～17：30 15：00～17：30 15：00～17：30 15：00～17：30 9:00～13:00 ― ―

南区の方のみ,重症者不
可

○

南区
にほ耳鼻科・内科心
臓血管クリニック

南区仁保新町2-5-32 082-890-8088 ○ 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

原則当院で検査を行
い，陽性と判明した方の
み対応可。
曜日や時間帯に決まっ
たものはありません。時
間がある時に行ってい
ます。

○



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

南区
医療法人社団　大下
医院

南区旭1-19-25 082-255-5055 ○ 再診のみ ○ ○
9:30～12:00，
15:30～17:30

9:30～12:00，
15:30～17:30

9:30～12:00，
15:30～17:30

9:30～12:00
9:30～12:00，
15:30～17:30

9:30～12:00 ― ―

南区 青崎いぶきクリニック 南区青崎1丁目9-17 082-258-4116 ○ 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

9:00～12:30
9:00～12:00，
15:00～18:00

9:00～12:30 ― ―

基本的には当院外来に
受診可能な方を対象に
行っています。

西区
かねはら内科・呼吸
器クリニック

西区楠木町3丁目1-10 082-230-1181 ○ 再診のみ
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，
15:00～18:00

9:00～14:00 ― ―

自院でCOVID19診断例
のみ対応可。中等症、
重症者不可。

西区 山崎内科クリニック 西区三篠2-4-28 082-230-5555 ○ 再診のみ ○ ○
9：00～13：00，
14：00～18：00

9：00～13：00，
14：00～18：00

9：00～13：00
9：00～13：00，
14：00～18：00

9：00～13：00，
14：00～18：00

9：00～13：00 ― ―

西区
医療法人栄平会　平
岡内科クリニック

西区横川町2-7-19　横
川メディカルプラザ5Ｆ 082-503-2107 ○ 再診のみ ○ ○

9:00～12:00，
14:00～17:30

9:00～12:00，
14:00～17:30

9:00～12:00
9:00～12:00，
14:00～17:30

9:00～12:00，
14:00～17:30

9:00～12:00 ― ―

当院でコロナ陽性判定
を受けた患者の再診の
み対応

西区 新田小児科医院 西区横川町3丁目9-14 082-231-7901 ○ ○ ○ ○ ○
9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30
9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30，
14:00～16:30

― ―

西区
よこがわ駅前クリニッ
ク

西区横川町2丁目7-19 082-294-8811 ○ 再診のみ ○
9:00～13:00，
15:00～19:00

9:00～13:00，
15:00～19:00

9:00～13:00，
15:00～19:00

9:00～13:00
9:00～13:00，
15:00～19:00

9:00～13:00 ― ―

西区 洪内科消化器科医院 西区都町23-14 082-503-1181 ○ 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
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00 ― ―



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

西区 稲垣内科 西区観音本町1-22-26 082-292-3506 ○ 再診のみ
9:00～12:30，
16:00～18:00

9:00～12:30，
16:00～18:00

9:00～12:30
9:00～12:30，
16:00～18:00

9:00～12:30，
16:00～18:00

― ― ―

当院で検査をし，陽性と
なった患者のみ対応。
外来診療時間の合間で
電話診察で対応。訪問
診療時間中は対応不
可。

西区 どんぐり小児科
西区南観音2-7-21平野
ビル1階 082-297-5656 ○ ○ ○ ○ ○ ○

受付9：00～12:00
診療12：00～

受付9：00～12:00
診療12：00～

受付9：00～12:00
診療12：00～

受付9：00～12:00
診療12：00～

受付9：00～12:00
診療12：00～

受付9：00～12:00
診療12：00～

― ―

20歳以下対応可。
観音エリアのみ薬配送
可。その他エリアに在住
の方は応相談。
電話受診：あらかじめ
WEB問診入力が必要。
オンライン受診の場合：
クロン（アプリの種類）を
利用。クロン利用料が必
要。

あり

西区 観音中村クリニック
西区南観音7-14-20第2
藤島ビル2階

082-533-7734 ○ 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
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00 ― ―

西区
医療法人社団晴風会
井上内科・胃腸科

西区観音新町2丁目3-9 082-293-3215 ○ 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 ― ―

西区
医療法人石橋クリ
ニック

西区西観音町23-18 082-942-5557 ○ ○ ○ ○
9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00 ― ―

西区 三滝参道クリニック
西区三滝本町二丁目13
番34－1

082-230-8555 ○ 再診のみ ○ ○ 14:00～17:00 ― ― ― 9:00～17:00 ― ― ―

西区 えもり内科クリニック 西区庚午南2－35－23 082-507-3811 ○ 再診のみ
9:00～13:00，
16:00～18:00

9:00～13:00，
16:00～18:00

9:00～13:00，
16:00～18:00

9:00～13:00
9:00～13:00，
16:00～18:00

9:00～13:00 ― ― 15歳以上対応可

西区
医療法人社団しのは
ら小児クリニック

西区井口3-13-5 082-276-0200 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～12:00
9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～12:00，
16:00～17:30

9:00～12:00 ― ―

小児科のため，基本18
歳以下の診療のみ対応
可



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

西区 薮田耳鼻咽喉科医院
西区井口鈴が台3－5－
20 082-277-6463 ○ 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
9::00～12:30，
15:00～18:00

9:00～1400 ― ―

西区 山本内科循環器科 西区高須1-5-23 082-274-4050 ○ 再診のみ
9:00～13:00，
15:00～17:30

9:00～13:00，
15:00～17:30

9:00～12:30
9:00～13:00，
15:00～17:30

9:00～13:00，
15:00～17:30

9:00～12:30 ― ―

安佐南区
医療法人社団三矢会
原田医院

安佐南区川内4-15-18 082-877-7581 ○
○

（備考
参照）

○ ○
8:30～12:30，
15:00～18:30

8:30～12:30，
15:00～18:30

8:30～12:30，
15:00～18:30

8:30～12:30，
15:00～18:30

8:30～12:30，
15:00～18:30

8:30～13:00 ― ―

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。

○

安佐南区
医療法人みずの会さ
んよう水野病院

安佐南区川内4-13-33 082-831-7878 ○ 再診のみ 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～12：00 ― ―

安佐南区 辻外科内科クリニック
安佐南区川内6丁目27-
16 082-870-6161 ○ 再診のみ ○ ○

8:30～12:00，
14:30～17:30

8:30～12:00，
14:30～17:30

8:30～12:00，
14:30～17:30

8:30～12:00
8:30～12:00，
14:30～17:30

8:30～12:00 ― ―

安佐南区 山東クリニック 安佐南区緑井3-14-8 082-870-7000 ○ ○ 再診のみ ○ ○ 15:00～17:30 15:00～17:30 15:00～17:30 ― 15:00～17:30 ― ― ―

安佐南区
安佐在宅診療クリ
ニック

安佐南区緑井6丁目37
－5　ドミ-ル藤沢103 082-831-6306 ○ 再診のみ 24時間対応 24時間対応 24時間対応 24時間対応 24時間対応 24時間対応 24時間対応 24時間対応 ○

安佐南区 高橋内科小児科医院
安佐南区緑井二丁目12
番25号 082-879-3143 ○ 再診のみ ○ ○

8:00～12:00，
15:00～18:00

8:00～12:00，
15:00～18:00

8:00～12:00，
15:00～18:00

8:00～12:00，
15:00～18:00
（備考参照）

8:00～12:00，
15:00～18:00

8:00～12:00，
15:00～18:00

― ―
木曜日15：00～18：00は
内科のみ（小児科不可）

○

安佐南区
すがはら小児科アレ
ルギー科クリニック

安佐南区西原8丁目１
－１３

082-850-2020 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00，
15:00～17:30

―
9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00 9:00～12:00 ― ―

自院で対面診療により
新型コロナの感染が確
認された患者のみ可能
（追加の処方が必要な
際）。

安佐南区
医療法人社団聖愛会
ぎおん牛田病院

安佐南区西原8丁目29
番24号 082-850-3116 ○ ○ ○

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

9:00～12:00 ― ― 中学生も不可



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

安佐南区 たなべ小児科内科
安佐南区大町東2-7-
25-5

082-870-5000 ○ 再診のみ ○ ○
8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00
8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00 ― ―

安佐南区
にしお小児科アレル
ギー科

安佐南区山本1-9-26
2F 082-850-1138 ○ 再診のみ ○ ○

10:00～12:00，
15：30～18:00

10:00～12:00，
15：30～18:00

10:00～12:00
10:00～12:00，
15：30～18:00

10:00～12:00，
15：30～18:00

10:00～12:30 ― ―

安佐南区
祇園ふたばこどもクリ
ニック

安佐南区山本３－１－１
２ 082-871-7770 ○ 再診のみ ○ ○

9:30～12:00，
16:00～18:00

9:30～12:00，
16:00～18:00

9:30～12:00，
16:00～18:00

9:30～12:00
9:30～12:00，
16:00～18:00

9:30～12:00 ― ―

安佐南区 地主クリニック 安佐南区祇園2-12-19 082-871-8885 ○ ○ ○ ○ ○
9:00～12:30,
15：00～17：30

9:00～12:30,
15：00～17：30

9:00～12:30,
15：00～17：30

9:00～12:30
9:00～12:30,
15：00～17：30

9:00～12:30 ― ―

安佐南区
ふろなか内科呼吸器
アレルギークリニック

安佐南区祇園3-15-25 082-832-2280 ○ ○ ○
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，
15:00～17:00

10:00～12:00 ― ―
軽症者のみ（重症者不
可）

安佐南区 児玉医院 安佐南区祇園4-50-24 082-875-1515 ○ ○ ○ ○ ○
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 ― ―

安佐南区
よりしま内科外科医
院

安佐南区祇園6-21-16 082-874-0020 ○ 再診のみ
9:00～12:30，
15:00～17:00

9:00～12:30，
15:00～17:00

9:00～12:30，
15:00～17:00

9:00～12:30，
15:00～17:00

9:00～12:30，
15:00～17:00

8:30～11:30 ― ― 重症者不可

安佐南区
医療法人社団生仁会
福井内科医院

安佐南区長楽寺2丁目
13-26 082-872-4114 ○ 再診のみ ○ ○

8:30～12:00，
14:00～17:00

8:30～12:00，
14:00～17:00

8:30～12:00，
14:00～17:00

8:30～11:30
8:30～12:00，
14:00～17:00

8:30～11:30 ― ―

安佐南区 増田内科医院
安佐南区毘沙門台2丁
目42-23 082-876-2020 ○ ○ ○ ○ ○

9:00～12:00，
15:00～18:30

9:00～12:00，
15:00～18:30

9:00～12:00，
15:00～18:30

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:00～18:30

9:00～12:00 ― ― 重症者不可

安佐南区 日高内科医院 安佐南区上安2-32-21 082-872-3232 ○ 再診のみ
9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30
9:00～12:30，
15:00～17:30

9:00～12:30 ― ―

安佐南区 やすクリニック
安佐南区上安1丁目1-
18 082-878-7101 ○ 再診のみ

9：00～12：00，
14：30～17：30

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 ― ―

高校生以上対応可。
診療時間内に電話でお
問い合わせください。



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

安佐南区 大本内科医院 安佐南区上安2-4-36 082-878-8105 ○ 再診のみ ○ ○
8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00，
15:00～18:00

8:30～12:00 8:30～12:00 8:30～12:00
8:30～12:00，
15:00～17:00

― ― 自院の患者のみ対応

安佐南区
耳鼻咽喉科くにもと
医院

安佐南区伴東7-59-28 082-811-8133 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:30～18:00

9:00～12:00 ― ―

安佐南区
広島医療生活協同組
合　沼田診療所

安佐南区伴東7丁目38-
10 082-848-4486 ○ ○ ○ 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00

9:00～12:00
（第1・3・5土曜日
のみ）

― ― 高校生以上対応可

安佐南区
医療法人社団和楽会
伊藤内科医院

安佐南区伴中央4丁目
7-10 082-848-6111 ○ 再診のみ 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 ― 15:00～17:00 15:00～17:00 ― ― 重症者不可

安佐南区 メリィホスピタル
安佐南区大塚西3丁目1
番20号 090-9506-1132 ○ ○ ○

9:00-12:00，
14:00-16:30

9:00-12:00，
14:00-16:30

9:00-12:00，
14:00-16:30

9:00-12:00，
14:00-16:30

9:00-12:00，
14:00-16:30

― ― ― ○

安佐北区 三田クリニック
安佐北区白木町三田
7005－1 082-829-0013 ○ 再診のみ ○

8：30～12：30，
15：00～17：30

8：30～12：30，
15：00～17：30

8：30～12：30
8：30～12：30，
15：00～17：30

8：30～12：30，
15：00～17：30

8：30～12：30 ― ―

安佐北区 高陽第一診療所 安佐北区落合1-14-9 082-842-1177 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～11:40，
15:00～17:30

9:00～11:40，
15:00～17:30

―
9:00～11:40，
15:00～17:30

9:00～11:40，
15:00～17:30

9:00～11:30
9:00～11:30，
15:00～17:30

―

安佐北区
二宮内科高陽クリ
ニック

安佐北区落合5-24-8 082-841-5111 ○ 再診のみ
8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30
8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30，
15:00～18:00

8:30～12:30 ― ― 中学生以上対応可

安佐北区 おきた内科クリニック
安佐北区落合南1-11-
15 082-841-0033 ○ ○ ○ ○

13:00～13:30，
18:30～19:00

13:00～13:30，
18:30～19:00

13:00～13:30，
18:30～19:00

13:00～13:30
13:00～13:30，
18:30～19:00

13:30～14:00 ― ― あり

安佐北区 あすなろ生協診療所 安佐北口田1丁目10-1 082-845-5234 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:00，
15:30～17:00

9:00～12:00，
15:30～17:00

15:30～16:00
9:00～12:00，
15:30～16:00

9:00～12:00，
15:30～17:00

9:00～11:00
（第1・3・5土曜日
のみ）

― ― ○

安佐北区
医療法人中村耳鼻咽
喉科医院

安佐北区口田3-1-28 082-843-3300 ○ ○ ○ ○ ○
9:00～11:30，
15:00～17:30

9:00～11:30，
15:00～17:30

9:00～11:30 15:00～17:30
9:00～11:30，
15:00～17:30

9:00～12:00 ― ― ○

安佐北区
木ノ原内科小児科医
院

安佐北区亀崎１丁目2-
30

082-845-2232 ○ 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
9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30 ― ― ○



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

安佐北区
広島医療生活協同組
合　津田診療所

安佐北区可部2丁目13-
22 082-812-2048 ○ 再診のみ ○ ○

9：00～12：00，
15：00～17：00

4：00～6：30
9：00～12：00，
15：00～17：00

9：00～12：00
9：00～12：00，
15：00～17：00

9：00～12：00
（第2・第4土曜日
休診）

― ― ○

安佐北区 河野医院 安佐北区三入6-21-16 082-818-5110 ○ 再診のみ
9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00
9:00～12:00，
15:00～17:30

9:00～12:00 ― ―

安佐北区 桐陽台医院
安佐北区三入東1丁目
30-21 082-818-1116 ○ 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，
14：00～18：00

9：00～12：00，
14：00～18：00

9：00～12：00 ― ―

安佐北区 二宮内科 安佐北区可部5-14-16 082-810-0188 ○ 再診のみ
8:30～11:00，
15:00～17:00

8:30～11:00，
15:00～17:00

8:30～11:00 8:30～11:00
8:30～11:00，
15:00～17:00

8:30～11:00 ― ― ○

安佐北区 中岡内科
安佐北区可部南2丁目
14番14号 082-819-3701 ○ 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 ― ―

安芸区
医療法人社団泰山会
根石医院

安芸区船越6-3-19 082-823-2037 ○ 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
9:00～12:30，
15:00～18:00

9:00～12:30 ― ―

安芸区 たにクリニック 安芸区船越南2-1-11 082-823-2220 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～13:00，
15:00～18:30

9:00～13:00，
16:00～18:30

9:00～13:00，
15:00～18:30

9:00～13:00
9:00～13:00，
15:00～18:30

9:00～13:00 ― ―

安芸区
広島市医師会運営・
安芸市民病院

安芸区畑賀2丁目14-1 082-827-0121 ○ ○ ○ ○ 13:00～15:00 13:00～15:00 ― 13:00～15:00 13:00～15:00 ― ― ― 妊産婦不可

佐伯区 コープ五日市診療所 佐伯区千同1丁目25-36 082-924-0608 ○ 再診のみ ○ ○
9:00～12:00，
17：00～18：00

9:00～12:00，
15:00～16：30

9:00～12:00，
15:00～16：30

9:00～12:00
9:00～12:00，
17:00～18：00

9:00～12:00
（第１、３、５土曜
日のみ可）

― ―

初診時は対面診療の
み。
陽性判明後の再診時の
み電話診療可

佐伯区
こうの内科呼吸器ク
リニック

佐伯区八幡東3-19-45 082-926-3501 ○ 再診のみ
11:30～12:30，
16:00～18:00

11:30～12:30，
16:00～18:00

11:30～12:30
11:30～12:30，
16:00～18:00

11:30～12:30，
16:00～18:00

11:30～12:30 ― ―
自院の発熱外来陽性患
者のみ対応可

あり

佐伯区
大村クリニック 内科・
循環器内科

佐伯区新宮苑3-32 082-922-0010 ○ ○ ○ ○
9:00～12:00，
14:30～18:00

9:00～12:00，
14:30～18:00

9:00～12:00，
14:30～18:00

9:00～12:00，
14:30～18:00

9:00～12:00，
14:30～18:00

9:00～13:00 ― ―
初診は完全予約制。再
診は希望に応需。

○ あり



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

佐伯区 野島内科医院 佐伯区五日市2-9-4 082-922-5552 ○ ○
○

（備考
参照）

13:30～14:30 13:30～14:30 13:30～14:30 ― 13:30～14:30 ― ― ―

高校生以上可。
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。

佐伯区
あまき内科泌尿器科
医院

佐伯区五日市中央２丁
目1－10 082-922-2366 ○ 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
9:00～12:00，
15:00～17:00

9:00～12:00 ― ―

佐伯区 ながしまクリニック 佐伯区吉見園2-22 082-922-2151 ○ ○ ○ ○
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 ― ―

佐伯区
医療法人社団　一陽
会　原田病院

佐伯区海老山町7番10
号 082-923-5161 ○ 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

― ―

佐伯区 川岡内科クリニック 佐伯区海老園2-3-8 082-922-0022 ○ ○ ○ ○

9:00～12:00，
14:30～17:30
（オンライン診療
は14:30～17:00）

9:00～12:00
（オンライン診療
は×）

9:00～12:00，
14:30～17:30
（オンライン診療
は14:30～17:00）

9:00～12:00
（オンライン診療
は×）

9:00～12:00，
14:30～17:30
（オンライン診療
は14:30～17:00）

9:00～12:00
（オンライン診療
は×）

― ― 重症者不可 あり

佐伯区
医療法人いくた内科
医院

佐伯区海老園1-8-26 082-921-5151 ○ 再診のみ
9:00～12:40，
15:00～18:40

9:00～12:40，
15:00～18:40

9:00～12:10
9:00～12:40，
15:00～18:40

9:00～12:40，
15:00～18:40

9:00～12:40 ― ― 中学生以上対応可

佐伯区 今井耳鼻咽喉科
佐伯区海老園1丁目3-
22 082-922-3131 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8:30～17:00 8:30～17:00 8:30～17:00 ― 8:30～17:00 8:30～16:00 ― ―

基本は要予約です。
電話にて予約頂き、指
定した時間に診察しま
す。

佐伯区
医療法人　社団　な
がたこどもクリニック

佐伯区海老園1丁目6－
22 082-924-8800 ○ 再診のみ ○ ○ 9:30～10:30 ― 9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30

9:30～10:30
(第3日曜日は休
診）

―

佐伯区
町田内科・神経内科
クリニック

佐伯区隅の浜2-9-7 082-922-0033 ○
○

（備考
参照）

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，
14:00～18:00

9:00～12:00 ― ―

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。



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

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。

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

非対面診療 対象患者 診療時間

備考

オンライン
診療時
アプリ
使用料

電話
オン

ライン
初診

対応可
土曜日 日曜日 祝日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

【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。


