
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 ― ―

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

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

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
月曜日

非対面診療 対象患者 診療時間

備考
祝日

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。

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

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
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患者
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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

エリア 医療機関名 所在地 電話番号

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
月曜日

非対面診療 対象患者 診療時間

備考
祝日

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。

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

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

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
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火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

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 ― ―

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 ― ―
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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。
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火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

コロナ治療薬
（パキロビット）

処方可能

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 ― ―

【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。


