
診療・検査医療機関

保健所名 医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号 パキロビッド ゾコーバ

豊川市民病院 豊川市八幡町野路２３番地

9:00～16:00のうち指定する時間

※検査は有症状の患者本人のみ対応します。

※救急患者への対応を優先しており、検査対応件数

にも限りがあります。

※初診時選定療養費を求める場合があります。詳し

くは当院ホームページをご覧ください。

0533-86-1111 〇

医療法人蓮花　あかさかクリニック 豊川市赤坂町松本176-1
11:00～13:00

(受付は11:00～12:30）
0533-88-1666

鈴木耳鼻咽喉科 豊川市国府町桜田76-2

月･火･木･土　9:00～12:00

月･火･水･金　15:30～18:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-87-4133 〇

医療法人聖俊会　樋口病院 豊川市諏訪２丁目145番地
月～金　9:00～18:00

土　　　9:00～12:00
0533-86-8131 〇

堀内クリニック 豊川市長沢町向谷84
月～水・金・土　9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0533-88-5785

後藤病院 豊川市桜木通4-10-2
月・火・水・金　13:30～16:00

木　　　　　　　11:30～12:30
0533-86-8166

社会福祉法人　信愛医療療育センター 豊川市小坂井町大塚38番地1
月～金　9:00～12:00、13:30～16:30のうち指定す

る時間
0533-95-0980

たけだクリニック 豊川市豊川町波通34-1

月～金　11:00～13:00

土　　　11:30～13:30

新規患者も受入可能

0533-83-3730 〇

池田内科循環器科 豊川市駅前通三丁目3番地

月・火・水・金・土　11:00～12:00

月・火・木・金　　　17:30～18:30

自院のかかりつけ患者に対する診療・検査に限る

0533-80-5566

医療法人信愛会　しんあいクリニック 豊川市光明町１丁目19番地の10

月～金　9:00～17:30のうち指定する時間

土　　　隔週9:00～13:00のうち指定する時間

祝　　　9:00～12:00のうち指定する時間

0533-56-7878 〇

医療法人信愛会　大石医院 豊川市国府町流霞103番地
月～金　9:00~17:30のうち指定する時間

土　　　隔週9:00~13:00のうち指定する時間
0533-88-2235 〇

医療法人晃和会　野本医院 豊川市萩山町３丁目６番地の２

月･火･木･金　12:00～13:00、18:30～19:30

水･土　　　　12:00～13:00(日祝を除く）

上記のうち指定する時間、但し、受け入れ人数に限

りあり。

0533-86-4037

髙橋医院 豊川市豊川西町36

月・火　12:00～13:00

木・土　10:00～12:00

水・金　11:00～12:00、17:00～18:00

0533-86-2507

すずきクリニック 豊川市西塚町2-16-1
月･火･水･金･土　11:00～11:30

月･水･金　　　　18:00～18:30
0533-89-1007

御津南医院 豊川市御津町御馬膳田103-3

月・水・日　　　9:00～11:30、15:30～17:30

火・木・金・土　9:00～11:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-75-3107

総合青山病院 豊川市小坂井町道地100番地

月・火・水・金　9:00～12:00、13:00～17:00

木・土　　　　　9:00～12:00

祝・祭日含め病院休診の時は実施しない。

0533-73-3777 〇

伊藤医院 豊川市下長山町中屋敷1-1
月･火･水･金　13:00～14:00、19:00～20:00

木･土　　　　13:00～14:00（但し診療後）
0533-86-2637

医療法人　安形医院 豊川市一宮町泉140
月～土　11:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0533-93-4811

今泉アイクリニック 豊川市一宮町錦２番地 月～土　9:15～10:15 0533-93-6082

こざわ小児科 豊川市西豊町3-8
月・火・水・金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　　　　　　　9:00～12:00
0533-85-3777

こじま内科クリニック 豊川市八幡町上宿75-5
月・火・木・金　11:30～12:30、18:00～19:00

水・土　　　　　11:30～12:30
0533-87-0088

しらゆりクリニック 豊川市大堀町77番地 月・火・水・木・金　11:00～12:00 0533-80-2111

ユリクリニック 豊川市御津町西方広田49
月火木金　9:00～11:30、15:00～17:30

水土　　　9:00～11:30
0533-76-3220

ふくとみクリニック 豊川市御油町欠下11-1

月・火・金　11:00～12:00、18:00～19:00

水・土　　　11:00～12:00

木　　　　　18:00～19:00

0533-82-4150

一宮クリニック 豊川市東上町松本104-2
月・火・木・金　11:30～13:30

水・土　　　　　11:30～12:30
0533-93-1477

医療法人ユタカ医院 豊川市大木町鑓水402 -1
月～水・金　9:00～12:00、17:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
0533-93-6515 〇

　※　診療・検査対応時間が変更されている場合もありますので、必ず事前に電話予約の上、医療機関の指示に従って受診してください。

　　また、本医療機関へ「陰性証明を目的とした検査」についての問い合わせは、お控えいただくよう、お願いします。

　※　経口治療薬（パキロビッド、ゾコーバ）については、必ずしも処方されるとは限りませんので、ご了承ください。
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豊川アレルギーリウマチクリニック 豊川市宿町野川10-5

月火水金　9:00～19:00のうち指定する時間

木土　　　9:00～13:00のうち指定する時間

※祝日等の休診日除く

0533-85-8484 〇

共立荻野病院 豊川市三上町雨谷口32番地 月～金　13：00～15：00 0533-86-2161

丹羽クリニック 豊川市諏訪4丁目200番地
月火木金土　12:00～13:00

水　　　　　11:30～12:30
0533-83-5528

タチバナ病院 豊川市諏訪3-61

月～土　　9:00～12:00のうち指定する時間

月火水金　15:30～18:30のうち指定する時間

かかりつけ患者のみ

0533-85-3535

医療法人鳳紀会　可知病院 豊川市国府町桜田15-1

月水木金　8:30～18:30

火　　　　8:30～17:30

土　　　　8:30～12:30

0533-88-3331

医療法人啓仁会　豊川さくら病院 豊川市市田町中社1番地
月～金　11:00～12:00、14:00～17:00

土曜日　11:00～12:00
0533-85-6511

たけもとクリニック 豊川市御津町広石小城前５４

月～土　9:00～11:30

月、金　15:30～18:00

火　　　15:30～17:00

木　　　16:30～18:00

上記のうち指定する時間

0533-77-1100

とりやまクリニック 豊川市代田町１丁目２７番地
月、水～土　12:00～13:00

月、水～金　18:00～19:00
0533-80-2850

あけぼの町耳鼻咽喉科 豊川市東曙町263-4

月火木金　9:00～12:30、15:00～18:00

水　　　　9:00～12:30

土　　　　9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-83-3341

医療法人ささき小児科 豊川市中央通3-6-3 月火木金　15:30～18:00 0533-86-9516

さかまきクリニック 豊川市八幡町東赤土83-4
月、火、木、金、土　11:30～12:00

月、火、木、金　　　16:00～18:00
0533-87-6700

リバーベルクリニック 豊川市本野ヶ原2-22
月火木金　9:00～12:30、17:00～20:00

水土　　　9:00～12:30
0533-85-3232

大竹内科クリニック 豊川市蔵子6-14-3

月火水金　9:00～12:00、15:00～18:00

木土　　　9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-86-2121

うしくぼクリニック 豊川市牛久保町高原143

月水金　9:00～12:00、15:30～18:30

火木土　9:00～12:00

　　　　（但し、第２第４土曜は休診）

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-89-0288

大山内科クリニック 豊川市東曙町33

月火木金土　11:00～12:30

月火木金　　16:00～18:00

（曜日、予約状況により対応時間は異なる）

0533-65-8838

ぞうし耳鼻咽喉科 豊川市蔵子六丁目14番10

月～土　　9:00～12:00

月火木金　15:00～18:30

※自院かかりつけ患者に限る

0533-86-8880

星野医院 豊川市牛久保町常盤59番地ノ１

月～土　9:00～12:00

月～金　15:00～18:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限る

0533-86-2040

国府病院 豊川市久保町葉善寺36－1
月～金　9:00～12:00、14:00～17:00

土　　　9:00～12:00
0533-88-2611

いたや耳鼻咽喉科 豊川市馬場町薬師73
月～土　11:30～12:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限る。
0533-89-8733

石川クリニック 豊川市御津町御馬浜田117

月～火　9:00～12:00、15:00～18:00

水　　　9:00～12:00

木～金　9:00～12:00、15:00～18:00

土　　　9:00～12:00

0533-95-0100

クリニックすみた 豊川市伊奈町南山新田305-12
月～水、金　9:00～12:00、15:00～18:00

土　　　　　9:00～12:00
0533-78-2255

蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田１番地１

・開業医の診療時間中は、開業医（かかりつけ医）

にお問い合わせください。

・夜間、休日の検査については翌日以降になる場合

があります。

・初診時に選定療養費の支払いを求めます。

0533-66-2200 〇

あおば内科クリニック 蒲郡市形原町計後家２２-１
月火木金　9:00～11:00、16:00～18:00

水土　　　9:00～11:00
0533-57-0211

医療法人　いとう内科小児科 蒲郡市水竹町西清水川38-1
月、水～土　10:00～12:30

月～水、金　16:00～18:30
0533-66-0088

小田醫院 蒲郡市宝町12番15号
月火木金　8:30～11:30、14:00～17:00

土　　　　8:30～13:00
0533-68-5233
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蒲郡クリニック 蒲郡市三谷町須田10番2
月火水木金　10:00～12:00、15:00～18:00

土　　　　　10:00～12:00
0533-68-1115 〇

医療法人　カワイ外科 蒲郡市丸山町7番1号
月～水、金　9:00～12:00、16:00～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0533-68-4234 〇

沓名医院 蒲郡市本町7番24号

月～水、金、土　9:00～11:30

月～水、金　　　15:30～17:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限る

0533-68-2395

小林内科クリニック 蒲郡市三谷北通2丁目44番地
月～金　16:00～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0533-66-2111

医療法人耕和会　こんどうクリニック 蒲郡市鹿島町深田22番地1
月～土　　　　　9:00～12:00

月、火、木、金　16:00～18:00
0533-66-0007 〇

すみれクリニック 蒲郡市大塚町西島１４-１ 月～水、金　9:00～12:00、16:00～18:00 0533-58-2100

つげ耳鼻咽喉科 蒲郡市旭町４-１５
月～水、金　11:30～12:30、18:00～19:00

土　　　　　11:30～12:30
0533-68-1187

とくなが内科 蒲郡市水竹町下島82
月、火、木、金　9:00～12:00, 15:30～18:30

土　　　　　　　9:00～12:00
0533-95-1232

トリイクリニック 蒲郡市形原町東根埼74
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　15:30～18:30
0533-57-2004

畑川クリニック 蒲郡市拾石町前浜40-13
月木金　9:00～11:30、15:30～17:30

火水土　9:00～11:30
0533-66-1515

はたのクリニック 蒲郡市港町20番14号
月～金　9:00～11:00、16:00～18:00

土　　　9:00～11:00
0533-68-8899 〇

マイファミリークリニック蒲郡 蒲郡市中央本町6-7 水～日　11:00～11:30 0533-67-2626

蒲郡市保健センター休日急病診療所 蒲郡市浜町4番地 日　9:00～17:00 0533-67-2555

蒲郡東部病院 蒲郡市大塚町山ノ沢45-2
月～金　9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0533-59-7601

かとう小児科・内科クリニック 蒲郡市旭町8-12
月、火、木、金　9:00～11:30、16:00～18:00

水、土　　　　　9:00～11:30
0533-95-8181

医療法人北辰会　蒲郡厚生館病院 蒲郡市栄町11-13
月～金　9:00～11:00、15:30～16:30の指定する時

間
0533-69-3251 〇

杉浦内科胃腸科 蒲郡市丸山町1-16

月～水金　9:00～12:00、16:00～18:00

木土　　　9:00～11:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-69-9840

石原内科 蒲郡市形原町下市場49-2

月～水、金　8:00～12:00、16:30～18:30

木土　　　　8:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-57-4303 〇

医療法人はしば耳鼻咽喉科・内科クリニック 蒲郡市三谷町二舗96

月～水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

木　　　　　9:00～12:00

土　　　　　9:00～13:00

0533-68-4190 〇

オレンジベルクリニック 蒲郡市神明町23-21

月金　9:00～12:00、16:00～19:00

火木　9:00～12:00、16:00～18:00

水土　9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0533-68-2311

岡本内科クリニック 蒲郡市中央本町13-16
月火木金　11:00～12:00、15:30～18:30

水土　　　11:00～12:00
0533-69-2666

かんだ消化器内科 蒲郡市一色町西山6-1
月～水・金　11:00~12:00、16:45～17:15

木・土　　　11:00~12:00
0533-58-3030

渥美病院 田原市神戸町赤石1-1

月～金　8:30～12:00

※受診相談ｾﾝﾀｰからの紹介14:00～16:00

※祝日除く

0531-22-2131 〇 〇

河合医院 田原市加治町洲田8
月～水、金、土　8:00～12:00

月～水金　　　　15:00～18:30
0531-22-6133

第2国見医院 田原市田原町石取下54番地2
月～水、金、土　11:00～12:00

月～水、金　　　14:30～15:30
0531-23-2302

田原市赤羽根診療所 田原市赤羽根町赤土1
月水金　10:30～11:30、16:30～17:30

火木　　10:30～11:30、15:00～16:00
0531-45-3505

ふれあいばし診療所 田原市東赤石4-1
月～土　　8:30～12:00

月～水金　15:30～18:30
0531-29-2500

宮木内科 田原市田原町晩田34番地1

月～水、金　9:00～12:00、14:30～18:00

木土　　　　9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0531-23-0232

山本耳鼻咽喉科 田原市赤石4-73
月～土　　9:00～12:00

月火木金　15:00～18:00
0531-24-4100
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対応時間 電話番号 パキロビッド ゾコーバ

　※　診療・検査対応時間が変更されている場合もありますので、必ず事前に電話予約の上、医療機関の指示に従って受診してください。

　　また、本医療機関へ「陰性証明を目的とした検査」についての問い合わせは、お控えいただくよう、お願いします。

　※　経口治療薬（パキロビッド、ゾコーバ）については、必ずしも処方されるとは限りませんので、ご了承ください。

2022.12.12現在

北山医院 田原市江比間町西砂畑22
月火金　9:00～12:00、15:00～17:00

木土　　9:00～11:30
0531-37-0023

藤岡医院 田原市保美町土尻19
月火木金　9:00～12:00、15:00～18:00

土　　　　9:00～12:00、14:00～17:00
0531-32-1515 〇 〇

朽名医院 田原市古田町郷中159-3

月　　11:30～13:30（第1・3は11:30～12:30）

火　　11:30～12:30

水金　11:30～13:30

木土　11:30～12:15

0531-33-0162 〇 〇

丸山医院 田原市福江町横井10

月～水、金　9:00～12:00、15:00～18:00

木　　　　　9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0531-33-0313

医療法人北山会　北山クリニック 田原市加治町奥御中5-1
月～水・金　9:00～12:00、15:00～17:00

土　　　　　9:00～11:00
0531-23-3946

菜の花内科クリニック 田原市神戸町明土9-1
月～土　　11:30～12:30

月火水金　16:30～17:30
0531-22-7777

富永医院 田原市豊島町前田133-2
月火木金　8:30～12:00、15:00～18:30

水土　　　8:30～12:00
0531-23-1316

永井医院 田原市神戸町深田２２ 月～土　8:00～12:00、13:00～19:00 0531-22-0227

医療法人　國見会　國見医院 田原市田原町東大浜57
月水金　9:00～12:00、13:30～17:30

火木土　9:00～12:00
0531-22-0756

かわせ小児科 田原市赤石1丁目34番地
月、火、木、金　9:00～12:00、15:00～18:00

土　　　　　　　9:00～12:00、14:00～16:30
0531-22-1230

豊川
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