
　　　令和４年度特定健診実施機関一覧表　　【高知市】　

実施機関名 所在地 電話番号 受診料 実施機関名 所在地 電話番号 受診料 実施機関名 所在地 電話番号 受診料

潮江高橋病院 高知市土居町 088-833-2700 快聖クリニック 高知市鴨部 088-850-0038 だいいちリハビリテーション病院 高知市九反田 088-882-0811

ふたばクリニック 高知市役知町 088-831-9050 かもだの診療所 高知市鴨部 088-843-3215 高知記念病院 高知市城見町 088-883-4377

二山整形外科 高知市潮新町 088-832-0011 岡林病院 高知市神田 088-832-8821 下村病院 高知市南はりまや町 088-882-7161

横田胃腸科内科 高知市潮新町 088-833-0237 おがわハートクリニック 高知市神田 088-805-0810 谷岡内科小児科 高知市はりまや町 088-882-6811

ながの内科クリニック 高知市新田町 088-837-1233 高知西病院 高知市神田 088-843-8220 無料 寺尾内科クリニック 高知市はりまや町 088-884-8880

梅ノ辻クリニック 高知市梅ノ辻 088-833-4580 アズマ耳鼻咽喉科・アレルギー科 高知市上町 088-825-0707 久病院 高知市桜井町 088-883-6264

絹川医院 高知市桟橋通 088-833-5222 上町病院 高知市上町 088-823-3271 誠内科 高知市仁井田 088-847-6000

島崎クリニック 高知市桟橋通 088-833-3344 川村病院 高知市上町 088-823-7433 武林整形外科 高知市仁井田 088-847-6080

うしおえ太陽クリニック 高知市竹島町 088-805-0070 国吉病院 高知市上町 088-875-0231 坂井内科小児科 高知市十津 088-847-5511

小林レディスクリニック 高知市竹島町 088-805-1777 吉岡クリニック 高知市上町 088-871-1666 秋沢内科 高知市東雲町 088-882-3770

市川医院 高知市百石町 088-832-2367 クリニックグリーンハウス 高知市上町 088-871-2529 無料 あおば内科呼吸器科 高知市知寄町 088-861-5168

にしの内科クリニック循環器・心臓内科 高知市百石町 088-855-5524 見元クリニック 高知市西町 088-855-8123 1,448円 うえたクリニック 高知市高埇 088-885-0038

吉村神経内科リハビリクリニック 高知市百石町 088-832-6431 細木病院 高知市大膳町 088-822-7264 無料 図南病院 高知市知寄町 088-882-3126

高知医療生活協同組合潮江診療所 高知市高見町 088-833-9511 いずみの病院 高知市薊野北町 088-826-5511 つつみ内科胃腸クリニック 高知市知寄町 088-821-7321

玉木内科小児科クリニック 高知市高見町 088-834-2800 岩﨑胃腸科内科 高知市薊野東町 088-846-7171 たかさきクリニック胃腸科・内科 高知市杉井流 088-885-6200

塩見クリニック 高知市六泉寺町 088-805-0002 一宮きずなクリニック 高知市一宮東町 088-846-2221 土佐田村病院 高知市稲荷町 088-883-3544

大川内科 高知市萩町 088-855-7717 きたむら心臓血管外科内科 高知市薊野南町 088-845-6711 亀井クリニック 高知市札場 088-885-5533

高知県総合保健協会 中央健診センター 高知市桟橋通 088-832-9691 無料 きんろう病院 高知市薊野北町 088-845-8711 お日さまクリニック 高知市南川添 088-855-7233

クリニックひろと 高知市長浜 088-841-2327 高知総合リハビリテーション病院 高知市一宮南町 088-845-1641 田村内科整形外科病院 高知市二葉町 088-883-1777

長浜病院 高知市長浜 088-841-2337 三愛病院 高知市一宮西町 088-845-5291 高知検診クリニック 高知市知寄町 088-883-9711 無料

横浜ニュータウン内科 高知市横浜新町 088-841-5001 高知こころクリニック 高知市一宮南町 088-856-7489 けら小児科アレルギー科 高知市介良 088-860-1350

横浜病院 高知市横浜東町 088-842-7100 福田心臓・消化器内科 高知市東秦泉寺 088-822-1122 なかやまクリニック内科・循環器科 高知市介良乙 088-878-7007

依岡内科 高知市横浜新町 088-841-1170 高知赤十字病院 高知市秦南町 088-871-3602 無料 福留内科 高知市介良乙 088-860-5696

梅原産科婦人科 高知市瀬戸南町 088-842-0700 土佐山 高知市土佐山へき地診療所 高知市土佐山 088-895-2636 潮見台診療所 高知市潮見台 088-860-1593

内科・小児科　つむぎ診療所 高知市瀬戸 088-802-6688 帯屋町ハートクリニック 高知市帯屋町 088-875-4976 高知厚生病院 高知市葛島 088-882-6205

永井病院 高知市春野町西分 088-894-6611 さんさんクリニック 高知市鷹匠町 088-822-5531 福森内科クリニック 高知市葛島 088-884-3161

春野うららかクリニック 高知市春野町南ケ丘 088-848-0086 田村産婦人科 高知市鷹匠町 088-823-1110 青木脳神経外科形成外科 高知市高須新町 088-885-3600

はるの森澤クリニック 高知市春野町東諸木 088-841-0188 下司病院 高知市本町 088-823-3257 きたじま内科クリニック 高知市高須 088-878-1300

みなみが丘ポラリスクリニック 高知市春野町南ケ丘 088-841-3880 竹下病院 高知市与力町 088-822-2371 はまだ産婦人科 高知市高須 088-882-0777

リハビリテーション病院すこやかな杜 高知市春野町芳原 088-837-2345 ひまわり在宅クリニック 高知市与力町 088-802-7000 青山整形外科 高知市大津乙 088-866-5366

石立クリニック 高知市石立町 088-831-6661 谷田内科クリニック 高知市本町 088-854-7050 おの肛門科胃腸科外科 高知市大津甲 088-866-5500

竹村循環器科内科 高知市玉水町 088-872-1800 浜田循環器内科 高知市本町 088-823-8170 こうちクリニック胃腸科内科 高知市大津甲 088-866-0006

山村病院 高知市下島町 088-872-5038 平田病院 高知市本町 088-875-6221 高知城東病院 高知市大津乙 088-866-2326

高知医療生活協同組合旭診療所 高知市旭上町 088-844-0809 南病院 高知市本町 088-822-0505 高知高須病院 高知市大津乙 088-878-3377

藤田クリニック 高知市旭町 088-820-6001 浅井内科 高知市升形 088-872-2013 つねまつ内科 高知市大津乙 088-866-5055

横田クリニック 高知市旭駅前町 088-824-3122 県庁前クリニック 高知市升形 088-823-6651

渋谷内科胃腸科 高知市中須賀町 088-822-8862 高知見元醫院 高知市升形 088-822-7168

山下脳神経外科 高知市南元町 088-825-2060 島本病院 高知市帯屋町 088-873-6131

内田脳神経外科 高知市塚ノ原 088-843-1002 畠中クリニック 高知市追手筋 088-822-6105

もみのき病院 高知市塚ノ原 088-840-2222 高知いちょう医院 高知市追手筋 088-875-8105

松岡クリニック 高知市横内 088-844-7117 植田医院 高知市廿代町 088-823-8814

くすのせクリニック 高知市福井町 088-872-2121 出原診療所 高知市永国寺町 088-825-3211

福井診療所内科消化器科 高知市福井扇町 088-873-2886 中ノ橋病院 高知市永国寺町 088-872-4069

高知医療生活協同組合高知生協病院 高知市口細山 088-843-0051 無料 岡村病院 高知市入明町 088-822-5155

菅野医院 高知市東久万 088-820-1400 木村病院 高知市寿町 088-822-7231

朝倉医療クリニック 高知市朝倉丙 088-856-6001 吉川内科消化器科 高知市伊勢崎町 088-871-3355

高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊 088-840-3535 小谷放射線科・内科 高知市吉田町 088-873-6111

坂本医院 高知市朝倉南町 088-843-8801 愛宕病院 高知市愛宕町 088-823-3301

藤井クリニック 高知市朝倉乙 088-844-7070 瀬戸内科 高知市愛宕町 088-873-1794

宮上内科 高知市朝倉東町 088-840-2121 高橋病院 高知市愛宕町 088-822-1616

川村整形外科 高知市曙町 088-843-5252 福井小児科・内科・循環器科 高知市愛宕町 088-824-6556

たむら内科クリニック 高知市曙町 088-850-0008 よりみつ内科消化器内科 高知市三園町 088-824-3955

うぐるす内科クリニック 高知市鵜来巣 088-840-4976 高松内科クリニック 高知市大川筋 088-872-5500

泌尿器科・皮ふ科かさはらクリニック 高知市鵜来巣 088-855-3311 くぼぞえ外科胃腸内科 高知市相生町 088-884-5622

朝倉さわやかクリニック 高知市朝倉丙 088-850-0070 高知病院 高知市相生町 088-883-3211

朝倉病院 高知市朝倉丙 088-844-2701 無料 クリニック地球３３番地 高知市北本町 088-880-0733

純クリニック 高知市栄田町 088-822-8171

みなみの風診療所 高知市栄田町 088-826-3730

島津病院 高知市比島町 088-823-2285
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全国健康保険協会高知支部 保健グループ

☎０８８－８２０－６０２０

（特定健診・保健指導担当部署直通）

健診内容は、どの医療機関で受けても同じです。

○ 無料の医療機関 ・・・・・ 健診を行う日程が決められていることがありますので、該当の

医療機関にご確認ください。

○ 1,448円の医療機関 ・・・ 基本的にいつでも健診が受けられます。（休診日は除く）


