
（新型コロナウイルス感染症）診療・検査医療機関 

 

当院は、令和３年９月２８日付、厚生労働省保険局医療課の事務連絡で定める 

「（新型コロナウイルス感染症）診療・検査医療機関」であることを公表します。 

 

 

診療・検査可能な曜日・時間 

月曜日～金曜日 ＊祝祭日および年末年始を除きます。 

（午後）０時３０分～２時３０分 

受診をご希望の際は、必ず事前に当院までご連絡ください。 

（TEL０８９８-３２-０３２３） 

 



発熱患者の診療が可能な医療機関

●今治保健所管内（今治市・上島町） R3.10.18現在

かかりつけ

患者
地域・

他院紹介

いまおか内科クリニッ
ク

今治市北高下町２
丁目１番４８号

0898-22-0660 ● ●
予約制です。当日午前９時から12時の間に電話
もしくはインターネットで予約受付します。

今治セントラルクリ
ニック

今治市松本町2丁目
6番地6

0898-22-5251 ● ● 必ず電話をしてから受診してください。

おちクリニック　内
科・循環器内科

今治市馬越町1-2-
28

0898-34-5055 ● ●

予約方法は電話のみ（ネット予約不可）
受付時間　月火木金は11:00～12:00、15:30～
17:00　水土は11:00～12:00です。
車内で問診・検査となりますので、必ず自家用
車で受診してください。

喜多嶋診療所
今治市伯方町木浦
甲3449番地

0897-72-0250 ● ●
診察可能な時間帯　（月・火・水・金）9:00～
12:00、14:00～17:00　（木・土）9:00～12:00
来院前に必ず電話でご連絡ください。

今治市医師会市民病院
今治市別宮町７－
１－４０

0898-22-7611 ● ●

受診可能な時間帯　9：00～12：30、14：00～
17：30。
月曜日及び木曜日は午後休診。土曜日及び日曜
日については、当院救急当番日のみ受け入れ
可。
事前に電話にて受診予約をしてください。（直
接来院不可）

今治第一病院
今治市宮下町１―
１―２１

0898-23-2000 ● ●

来院前に必ず連絡してください。
受診可能な時間帯：月～金　9:00～12:00、
14:00～17:00　土　9:00～12:00（※祝日を除
く）

内科・消化器科羽鳥病
院

今治市南宝来町３
丁目２番地３

0898-22-2898 ● ●

・電話相談は診療時間内いつでも受付可能で
す。
・指定曜日、時間帯（13時～15時）は発熱外来
とし一般外来と分け屋外で診察します。
・発熱外来時、医師、看護師は防護具を着用し
対応します。
・担当看護師が電話にて詳細を聞き医師に伝
え、受診する日付、時間帯を決めます。その時
間帯に来院して下さい。（携帯電話の有無を確
認します）
・受診時は可能な限り自家用車で来院して下さ
い。
・来院時は直接受付へ来ず、携帯電話にて病院
に電話し到着した事を伝えてください。指示が
あるまで車で待機して下さい。

梅の木中医学クリニッ
ク

今治市玉川町小鴨
部甲３５－１

0898-55-2820 ● ●
受診前、午前中に予約電話を入れてください。
受診可能時間は12:30～13:30です。

有津むらかみクリニッ
ク

今治市伯方町有津
字平尾甲２３３５
番地

0897-72-3200 ● ●
受診可能な時間帯　9:00～12:30、14:00～18:00
但し、火・木・土曜日は午前中のみ（日・祝日
除く）

かいはらクリニック
今治市南高下町３
丁目２－８

0898-33-7770 ◯ ◯
まず電話で連絡していただくこと。水曜、土曜
は9:00～12:30までです

しのざき整形外科
今治市伯方町伊方
甲１０２２－１

0897-73-1221 ◯ ◯
受診可能な時間帯　月・火・水・金　9:00～
13:00、14:00～17:00　木・土　9:00～13:00

ｉクリニック内科・呼
吸器内科

今治市郷新屋敷町
３丁目１番３９号

0898-22-1929 ●

発熱、咳、痰、鼻水、息苦しさ、嘔吐、下痢な
どの感染が疑われる症状が１つでもある方は、
車で来意のうえ院内には入らずに、当院駐車場
から当院へ電話をください。　電話番号　0898-
22-1929

医療機関名 所在地 電話番号
受診区分※

患者の皆様へのお知らせ事項
（対応時間等）



かかりつけ

患者
地域・

他院紹介

医療機関名 所在地 電話番号
受診区分※

患者の皆様へのお知らせ事項
（対応時間等）

あおい小児科
今治市東村５丁目
９－３７

0898-47-0033 ●
午前11時～午前12時を受入時間といたします。
あらかじめ電話で予約してから受診していただ
きます。

医療法人順天会　放射
線第一病院

今治市北日吉町1-
10-50

0898-23-3358 ●
受診可能な時間帯
月～金　11:00～13:00（祝日を除く）

丹こどもクリニック
今治市末広町三丁
目４番地１２

0898-23-3200 ●
月～金　午前11：30～12：30（受付11：00ま
で）　電話で予約してから受診してください。

波方中央病院
今治市波方町大字
樋口甲１６８３－
１

0898-41-5911 ●
当病院にかかりつけの患者のみ受入れ可（抗原
検査のみ）受診前に電話での連絡をして下さ
い。

広瀬クリニック 今治市拝志3番1号 0898-47-0100 ●

電話にて予約問い合わせをしてもらいたい。
（事前予約）受診可能時間帯…12：30～14：00
まで　※急患対応のためお断りする場合があり
ます。（検査は必要により抗原検査）

広瀬病院
今治市喜田村６丁
目５－１

0898-47-0100 ●

3月より、受診者に電話にて予約問い合わせをし
てもらいたい。（事前予約）12：30～14：00迄
（受診可能時間帯）※急患等対応のためお断り
する場合があります。

みぶ小児科
今治市北宝来町3-
1-27

0898-23-7525 ●

・電話予約後の受診になります。
・受入可能患者数を超えた場合はお断りする場
合があります。
・月曜日～金曜日の12:00～13:00の1時間が受入
時間です。
・医師の判断で検査をせずに経過観察をする場
合、PCR検査も可能な病院への紹介をする場合が
あります（当院でPCR検査はできません）。

愛媛県立今治病院
今治市石井町４－
５－５

0898-32-7111 ●

受診可能時間帯：月～金曜の9:00～11:00（土・
日曜、祝・休日は受診不可）。
※受診の前に予め電話にて相談のこと。受診者
及び付添者全員がサージカルマスク着用のうえ
受診のこと

医療法人起生会　武田
医院

今治市桜井４丁目
１２番３１号

0898-48-0131 ●
月・火・木・金　9:00～12:30、14:00～17:30
水・土　9:00～12:30　発熱の方は先にお電話く
ださい。

医療法人慈風会　白石
病院

今治市松本町１－
５－９

0898-32-4135 ● 事前に電話予約が必要

医療法人滴水会　吉野
病院

今治市末広町１－
５－５

0898-32-0323 ● 受診前に必ずお電話ください。

医療法人平成会　山内
病院

今治市片山３－１
－４０

0898-32-3000 ●
受診可能な時間帯　月～金　8:30～12:00、
14:00～17:30　土　8:30～12:00　※まずは電話
にてご連絡ください

医療法人補天会　光生
病院

今治市室屋町三丁
目２番１０号

0898-22-0468 ●
受診可能時間10:00～12:00。発熱のある患者は
電話にて予約必須

今治南病院
今治市四村１０３
番地１

0898-22-7300 ●
発熱患者の受診時間帯は、午前10時から12時ま
でです。予め電話等で受診予約を入れてご来院
ください。祝日は休診いたします



かかりつけ

患者
地域・

他院紹介

医療機関名 所在地 電話番号
受診区分※

患者の皆様へのお知らせ事項
（対応時間等）

小澤外科循環器科医院
今治市馬越町四丁
目３番１０号

0898-32-1520 ●
予約制のため、まずは電話連絡をお願いします
（平日9:00～12:00）
通常の診察時間と異なります

消化器科久保病院
今治市内堀１丁目
１－１９

0898-41-3233 ●

月曜日　8:30～12:30、14:00～18:15
火曜日　8:30～12:30
水曜日　10:30～12:30
木曜日　8:30～12:30、14:00～18:15
金曜日　10:30～12:30、15:00～18:15
土曜日　8:30～12:30
※受診前に電話で問合せをお願いします。
※車でお越しの方は診察まで車内でお待ち頂き
ます。

片山医院
今治市吉海町幸新
田７１

0897-84-2620 ● AM8:20～11:30　℡予約

鈴木耳鼻咽喉科
今治市南大門町２
丁目２番地３

0898-23-0523 ●
電話による時間指定予約のみ。当院通院中の患
者を対象　電話0898-23-0532

医療法人圭泉会　菅病
院

今治市南日吉町2-
3-21

0898-32-5092 ◯

必ず電話連絡いただき、医師が問診。当院での
受診が適切か、検査をしている医療機関への受
診が適切かを判断する。当院での受診が適切と
判断した場合は当日の状況をみていつ受診がよ
いかを伝える形としたい。（原則昼休みの時
間）

鈴木病院
今治市別宮町2丁目
1番地５

0898-23-0500 ◯
祝日は休診、受診可能な時間12：30～14：00．
事前に連絡して下さい。

はかた外科胃腸科
今治市伯方町叶浦
甲１６６７番地２
５

0897-72-1711 ◯
・来院前に必ず電話でご連絡ください。・新型
コロナウイルス感染症の発症が疑われる場合
は、検査機関を紹介します。

松風会近松内科
今治市大正町３－
６－１２

0898-23-5156 ◯
月・火・水・金曜日　午後2:00～5:00の間に電
話予約。コロナの疑いがある方は、駐車場にて
診療（車内等）いずれも自院患者のみ。

相原内科クリニック
今治市本町二丁目
１番地２７

0898-25-1311 ◯

波止浜内科・外科
今治市地堀５丁目
２番１号

0898-41-9168 ◯
月～金曜日午後2時～4時のみ受診可。必ず事前
に電話で相談してください。

※受診区分の見方

　「かかりつけ患者」：主に自院のかかりつけ患者の診療を行います。

　「地域・他院紹介」：かかりつけ患者のほか、地域の患者や、他院からの紹介のあった患者の診療を行います。

　●：発熱患者の診療を行い、新型コロナウイルス感染が疑われる場合は検査を実施します。

　○：発熱患者の診療を行い、新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、検査ができる医療機関を紹介します。

ほか３２件
※受診可能な医療機関については、

「受診相談センター」にて案内いたします。

受診相談センター　TEL 089-909-3483
（24時間対応）
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