
訪日外国人観光客対応可能医療機関一覧

市町村名 医療機関名 住所 電話番号 対応可能な言語 受診時の注意事項等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1 京都市 医療法人大塚医院 京都市山科区大塚森
町１５

０７５－５８１－０８６２ 英語 ９：００～１２：００
１６：３０～１９：００

９：００～１２：００
１６：３０～１９：００

９：００～１２：００
１６：３０～１９：００

９：００～１２：００ ９：００～１２：００
１６：３０～１９：００

９：００～１２：００

2 京都市 高橋医院 京都市左京区一乗寺
赤ノ宮町２２－６

０７５－７０２－３５８８ 英語

旅行代理店の通訳職員帯同必須
事前電話連絡必要

９：００～１２：００
１７：００～１９：００

９：００～１２：００ ９：００～１２：００
１７：００～１９：００

９：００～１２：００ ９：００～１２：００
１７：００～１９：００

９：００～１２：００

3 京都市
桂川さいとう内科循環器クリ
ニック

京都市西京区下津林
南大般若町37番地　リ
ペアス下津林 2F

０７５－３９４－３４５６ 英語

英語のみ可

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
１５：３０～１８：００

９：００～１２：００

4 京都市 紀田クリニック 京都市山科区音羽沢
町35

０７５－５０１－５３３７ 英語

事前に電話希望

８：３０～１２：００
１７：００～１９：００

８：３０～１２：００
１７：００～１９：００

８：３０～１２：００　 ８：３０～１２：００
１７：００～１９：００

８：３０～１２：００　 ８：３０～１２：００　

5 京都市
医療法人健祥会　いまい小
児科クリニック

京都市南区吉祥院車
道町16　コーポ車道

０７５－６９３－８８３９ 英語

受診予約は日本語でお願いしま
す。

９：００～１２：００
１７：００～１８：３０

９：００～１２：００ ９：００～１２：００
１７：００～１８：３０

９：００～１２：００ ９：００～１２：００
１７：００～１８：３０

９：００～１２：００

6 京都市 医療法人春山医院 京都市上京区毘沙門
町494

０７５－４６４－７１６０ 英語

必要

１１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００

7 京都市 たはた診療所
京都市中京区六角通
堺町西入掘之上町119
岡松ビル3階

０７５－２１３－０５６７ 英語

事前の電話連絡をお願いします

１１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００

受診の際には、必ず事前に電話連絡の上、医療機関の指示に従って受診してください。新型コロナウイルス感染症等の検査は医師が必要と認めた場合に実施されます。

この他にも対応できる医療機関がありますので、きょうと新型コロナ医療相談センター（075-414-5487）へご相談ください。外国語対応も可能です。【対応語：英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語（10時から20時）・タイ

語（9時から18時）】

※旅行代理店の方は、「受診時の注意事項等」もご確認ください。

Please be sure to make a telephone call in advance before you visit one of those medical institutions, and follow the instructions given to you over the phone. Testing for COVID-19 may be carried out when deemed 

necessary by a doctor.

If you face a situation where you are unable to get in touch with a medical institution, please contact the Kyoto Novel Coronavirus (COVID-19) Medical Consultation Center.（Telephone：075-414-5487） Multilingual 

support is available (Carried out via three-way telephone interpreting services) 【Supported languages：English・Chinese・Korean・Portugal・Spanish・Vietnamese (from 10am till 8pm)・Thai (from 9am till 6 pm)】
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8 京都市
医療法人　正茂会　小出内
科医院

京都市中京区室町通
二条下がる蛸薬師町
282

０７５－２３１－５６９７ 英語

事前に電話で予約要
支払いは現金のみ（クレジットカー
ドや電子マネーでの支払い不可）

１９：００～２０：００ １９：００～２０：００ １１：００～１２：００

9 京都市 前田内科医院 京都市下京区御幸町
通四条下る大寿町404

０７５－３５１－２１２８ 英語

事前に電話連絡（必須）、日本の祝
日は対応不可。支払いは現金のみ
（クレジットカードや電子マネーでの
支払い不可）

１２：００～１２：４５
１８：３０～１９：００

１２：００～１２：４５
１８：３０～１９：００

１２：００～１２：４５ １２：００～１２：４５
１８：３０～１９：００

１２：００～１２：４５
１８：３０～１９：００

１２：００～１２：４５

10 京都市 しばた医院
京都市中京区御池堺
町丸木材木町エクレー
ヌ御池

０７５－２４１－３６１１ 英語

当日でも構わないので電話等での
事前連絡をお願いします。また当
院はクレジットカード利用不可で、
現金のみの取り扱いです。

９：００～１２：３０
１７：００～１８：３０

11 京都市
医療法人　目高会 羽束師ク
リニック

京都市伏見区羽束師
古川町

０７５－９３１－０００２ 英語、他言語は翻
訳機

事前に日本語での来院通告予約
病状説明必要　診療費発生　高額
の可能性 ９：００～１２：００

１６：００～１９：００
９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００

12 京都市
医療法人財団康生会 武田
病院

京都市下京区塩小路
通西洞院東入東塩小
路町８４１番地の５

０７５－３６１－１３５１ 英語、中国語、韓
国語

２４時間対応可 ２４時間対応可 ２４時間対応可 ２４時間対応可 ２４時間対応可 ２４時間対応可 ２４時間対応可

13 京都市
独立行政法人国立病院機
構京都医療センター

京都市伏見区深草向
畑町１－１

０７５－６４１－９１６１ ポケトークにて対
応可能な言語

上記の受付時間内に１番窓口へ

８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００

14 京都市 日本バプテスト病院 京都市左京区北白川
山ノ元町４７

０７５－７８１－５１９１ 英語

受診前に預り金徴収あり

９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１１：００
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15 向日市 医療法人 恵洋会 岩本医院 向日市寺戸町向畑57-
3

０７５－９３５－３６５０ 英語

通訳同伴必要 車で来院のこと　徒
歩不可

９：００～１１：００ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００

16 大山崎町 医療法人社団　中川医院 大山崎町大山崎堀尻１
２

０７５－９５１－７７０１ 英語

旅行代理店による通訳や事前の電
話連絡を原則必要とします。

８：４５～１２：４５
１７：３０～２０：００

８：４５～１２：４５
１７：３０～２０：００

８：４５～１２：４５
１７：３０～２０：００

８：４５～１２：４５
１７：３０～２０：００

８：４５～１２：４５

17 宇治市 宇治武田病院 宇治市宇治里尻３６－
２６

０７７４－２５－２５００ 英語、韓国語

翻訳機での対応となりますので、通
訳の方が同号してくれた方がス
ムーズに診療が行える。

９：００～１１：３０ ９：００～１１：３０ ９：００～１１：３０ ９：００～１１：３０ ９：００～１１：３０

18 宇治市
社会福祉法人あじろぎ会
宇治病院

宇治市五ケ庄芝ノ東５
４番地の２

０７７４－３２－６０００ 英語

事前にご連絡をお願いします。

９：００～１６：００ ９：００～１６：００ ９：００～１６：００ ９：００～１６：００ ９：００～１６：００

19 城陽市 医療法人　ほりうち医院 城陽市市辺柿木原５２
－１

０７７４－５６－５３３０

英語
他の言語は翻訳
機を使用していま
す

事前に日本語による電話連絡が必
要

８：４０～１２：００
１６；４０～２０：００

８：４０～１２：００
１６：４０～２０：００

８：４０～１２：００
１６：４０～２０：００

８：４０～１２：００ ８：４０～１２：００
１６；４０～２０：００

８：４０～１２：００

20 京田辺市 川東整形外科 京田辺市薪茶屋前３１ ０７７４－６４－７２１１ 英語

事前の電話連絡

９：００～１２：３０
１７：３０～１９：４５

９：００～１２：３０
１７：３０～１９：４５

９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０
１７：３０～１９：４５

９：００～１２：３０
１７：３０～１９：４５

９：００～１２：３０

21 京田辺市
医療法人如心会よしだこど
もクリニック

京田辺市三山木中央
一丁目９番地３アイル
三山木スクエア１階

０７７４－６６－５７０７ 英語（通訳があれ
ば何語でも可能）

可能ならWebから予約、不可能なら
事前電話連絡

９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００
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22 京田辺市 京都田辺中央病院 京田辺市田辺中央六
丁目１番地６

０７７４－６３－１１１２ ポケトークで対応
可能な範囲

８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００ ８：３０～１１：００

23 久御山町
たえ子耳鼻咽喉科めまいク
リニック

久御山町栄四丁目1-
51

０７７４－４４－４１３３ 英語

事前連絡、予約が必要

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００

24 木津川市 京都山城総合医療センター 木津川市木津駅前１丁
目２７番地

０７７４－７２－０２３５ ポケトーク対応言
語可能

地域における中核病院として地域
住民の方を優先とすることがあるた
め迅速な対応が難しい場合あり

９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

25 南丹市 京都中部総合医療センター 南丹市八木町八木上
野２５

０７７１－４２－２５１０ ポケトーク対応範
囲

８：３０～１１：３０ ８：３０～１１：３０ ８：３０～１１：３０ ８：３０～１１：３０ ８：３０～１１：３０ ８：３０～１１：３０ ８：３０～１１：３０

26 福知山市
市立福知山市民病院大江
分院

福知山市大江町河守１
８０番地

０７７３－５６－０１３８ 英語

事前に電話連絡をお願いします。

８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：１５

27 福知山市 医療法人翠生会　松本病院 福知山市土師宮町2-
173

０７７３－２７－１５８８ 英語

通訳　電話連絡必須　言語によっ
ては対応出来ない場合あり

９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

28 舞鶴市 医療法人　岸本病院 舞鶴市字浜１１３１ ０７７３－６２－０１１８ 英語・中国語 １０：３０～１５：００ １０：３０～１５：００ １０：３０～１５：００ １０：３０～１２：３０ １０：３０～１５：００ １０：３０～１２：３０
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訪日外国人観光客対応可能医療機関一覧

市町村名 医療機関名 住所 電話番号 対応可能な言語 受診時の注意事項等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

受診の際には、必ず事前に電話連絡の上、医療機関の指示に従って受診してください。新型コロナウイルス感染症等の検査は医師が必要と認めた場合に実施されます。

この他にも対応できる医療機関がありますので、きょうと新型コロナ医療相談センター（075-414-5487）へご相談ください。外国語対応も可能です。【対応語：英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語（10時から20時）・タイ

語（9時から18時）】

※旅行代理店の方は、「受診時の注意事項等」もご確認ください。

Please be sure to make a telephone call in advance before you visit one of those medical institutions, and follow the instructions given to you over the phone. Testing for COVID-19 may be carried out when deemed 

necessary by a doctor.

If you face a situation where you are unable to get in touch with a medical institution, please contact the Kyoto Novel Coronavirus (COVID-19) Medical Consultation Center.（Telephone：075-414-5487） Multilingual 

support is available (Carried out via three-way telephone interpreting services) 【Supported languages：English・Chinese・Korean・Portugal・Spanish・Vietnamese (from 10am till 8pm)・Thai (from 9am till 6 pm)】

29 宮津市
医療法人財団宮津康生会
宮津武田病院

宮津市字鶴賀2059番
地の1

０７７２－２２－２１５７
英語、中国語他
（翻訳機使用によ
る）

受診前に通訳者（旅行代理店）等
の事前連絡をお願いします。

９：００～１１：３０
１４：００～１６：３０

９：００～１１：３０
１４：００～１６：３０

９：００～１１：３０
１４：００～１６：３０

９：００～１１：３０
１４：００～１６：３０

９：００～１１：３０
１４：００～１６：３０

９：００～１１：３０

30 宮津市 医療法人　中川医院 宮津市字漁師1673番
地の1

０７７２－２２－７５６５ 英語

電話で事前連絡

１３：００～１５：００

31 京丹後市 医療法人上田医院 京丹後市網野町網野
323

０７７２－７２－００５３ 英語

事前の電話連絡が必要

１１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００ １１：００～１２：００

32 京丹後市 京丹後市立弥栄病院 京丹後市弥栄町溝谷３
４５２番地の１

０７７２－６５－２００３ 翻訳機が対応して
いる言語

通訳者との来院が好ましい

１３：００～１６：００ １３：００～１６：００ １３：００～１６：００ １３：００～１６：００ １３：００～１６：００ ９：００～１６：００ ９：００～１６：００
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