
＊担当課室 医務課 TEL 073-441-2603（９）病 院（医療法第１条の５）
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数の人のために、医業又は歯科医業を行う場所であって、患者２０人以上の入

院施設のあるものをいいます。

病院は、傷病者が科学的で適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主な目的として組織され、運営され

るものでなければならないとされています。

電 話 番 号 病 床
病 院 名 所 在 地 開 設 者

ＦＡＸ番号 一般 療養 精神 感染 結核

和歌山県立医科大学 〒641-8510 073-447-2300 公立大学法人
760 40

附属病院 和歌山市紀三井寺811-1 073-441-0713 和歌山県立医科大学

日本赤十字社 〒640-8558 073-422-4171 日本赤十字社
865 8

和歌山医療センター 和歌山市小松原通4-20 073-426-1168 和歌山県支部

〒640-8158 073-424-5185
済生会和歌山病院 和歌山県済生会 200

和歌山市十二番丁45 073-425-6485

〒640-8137 073-436-2141
浜病院 (医)浜病院 115

和歌山市吹上2-4-7 073-436-2146

〒641-0041 073-426-3388
橋本病院 (医)橋本病院 60 58

和歌山市堀止南ノ丁4-31 073-426-0573

〒641-0054 073-444-0576
宮本病院 (医)宮本病院 283

和歌山市塩屋3-6-1 073-447-0294

〒641-0054 073-444-1600
和歌浦中央病院 (医)曙会 108 54

和歌山市塩屋6-2-70 073-441-3101

〒640-8222 073-435-0113
堀口記念病院 (医)やすだ 150

和歌山市湊本町3-4-1 073-435-0114

〒649-6261 073-477-1268
(医)田村病院 (医)田村病院 174

和歌山市小倉645 073-477-3324

〒641-0021 073-444-0861
(医)旭会和歌浦病院 (医)旭会 172

和歌山市和歌浦東3-2-38 073-446-2655

〒640-8325 073-431-0351
古梅記念病院 (医)了生会 110

和歌山市新生町5-37 073-431-8715

〒649-6335 073-462-6211
誠佑記念病院 (医)誠佑記念病院 80

和歌山市西田井391 073-462-6633

独立行政法人労働者健康安 〒640-8505 073-451-3181 独立行政法人
303

全機構和歌山労災病院 和歌山市木ノ本93-1 073-452-7171 労働者健康安全機構

琴の浦ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 〒641-0041 073-444-3141 (社福)琴の浦
48 60

付属病院 和歌山市毛見1451 073-444-9792 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

〒640-8145 073-424-3181
瀬藤病院 (医)弘仁会 20

和歌山市岡山丁71 073-436-4471

〒640-8303 073-471-3111
(医)裕紫会中谷病院 (医)裕紫会 160 35

和歌山市鳴神123-1 073-473-0864

〒640-8343 073-433-1161
角谷整形外科病院 社会医療法人スミヤ 70

和歌山市吉田337 073-432-6054

角谷リハビリテーション 〒640-8344 073-475-1230
社会医療法人スミヤ 60

病院 和歌山市納定10-1 073-475-1231

〒641-0021 073-445-3101
福外科病院 (医)福慈会 54

和歌山市和歌浦東3-5-31 073-445-4660

〒640-8303 073-471-1111
宇都宮病院 (医)久仁会 80

和歌山市鳴神505-4 073-473-8567

〒641-0054 073-445-9881
藤民病院 (医)藤民病院 100

和歌山市塩屋3-6-2 073-441-6360

〒640-8272 073-425-3271
今村病院 (医)友和会 52

和歌山市砂山南2-4-21 073-425-3435

伏虎リハビリテーション 〒640-8151 073-433-4488
(医)匡慈会 36 50

病院 和歌山市屋形町1-11 073-433-0162

〒640-8342 073-436-6557
児玉病院 (医)博文会 44

和歌山市友田町4-130 073-436-0827

〒641-0044 073-472-1135
稲田病院 (医)稲祥会 30 42

和歌山市和田1175 073-474-1261

〒641-0007 073-426-2151
高山病院 (医)高山病院 50

和歌山市小雑賀3-1-11 073-426-2653



電 話 番 号 病 床
病 院 名 所 在 地 開 設 者

ＦＡＸ番号 一般 療養 精神 感染 結核

〒641-0013 073-446-1200
上山病院 (医)弘智会 26 30

和歌山市内原998 073-445-0115

〒640-8390 073-471-7711 和歌山中央医療
和歌山生協病院 149

和歌山市有本143-1 073-474-2387 生活協同組合

〒640-8413 073-455-1015
(医)青松会河西田村病院 (医)青松会 99

和歌山市島橋東ノ丁1-11 073-453-2359

〒640-8432 073-452-1233
西和歌山病院 (医)良友会 60 60

和歌山市土入176 073-452-1040

〒640-8461 073-451-0222
中江病院 (医)愛晋会 192

和歌山市船所30-1 073-455-9788

〒640-8315 073-474-2000
向陽病院 (医)西村会 102 48

和歌山市津秦40 073-474-1880

〒649-6331 073-461-1156
向井病院 (医)明成会 21 49

和歌山市北野283 073-462-2521

〒641-0041 073-436-3933
半羽胃腸病院 (医)療明会 51

和歌山市堀止南ノ丁4-11 073-436-5711

〒640-8014 073-431-3900
嶋病院 (医)杏林会 57

和歌山市西仲間町1-30 073-432-6202

〒641-0044 073-425-2391
愛徳医療福祉センター (社福)愛徳園 60

和歌山市今福3-5-41 073-426-1044

〒640-8324 073-427-1111
須佐病院 (医)須佐病院 93

和歌山市吹屋町4-30 073-427-1235

〒642-0002 073-482-4521
海南医療センター 海 南 市 150

海南市日方1522-1 073-482-9551

〒640-1141 073-489-2178 国民健康保険野上
国保野上厚生総合病院 . 100 54 100

紀美野町小畑198 073-489-5639 厚生病院組合

〒642-0001 073-482-3153
笠松病院 (医)喜望会 47

海南市船尾196 073-482-0083

〒642-0002 073-482-2500
(医)晃和会谷口病院 (医)晃和会 43

海南市日方327-11 073-482-4890

〒642-0001 073-482-5063
石本病院 (医)琴仁会 26 27

海南市船尾365 073-482-5408

〒642-0001 073-483-1033
(医)恵友会恵友病院 (医)恵友会 50

海南市船尾264-2 073-483-1855

〒649-6414 0736-77-2019 公立那賀病院
公立那賀病院 300 4

紀の川市打田1282 0736-77-4659 経営事務組合

(社福)和歌山つくし会 〒649-6215 0736-62-4121 (社福)
136

つくし医療・福祉センター 岩出市中迫665 0736-62-8185 和歌山つくし会

〒649-6246 0736-62-4325
紀の川病院 (医)宮本会 218

岩出市吉田47-1 0736-62-3137

〒649-6631 0736-75-5252
名手病院 (医)共栄会 58 46

紀の川市名手市場294-1 0736-75-2111

〒649-6253 0736-62-1522
富田病院 (医)富田会 47 54

岩出市紀泉台2 0736-62-5379

〒649-6226 0736-62-9111
殿田胃腸肛門病院 (医)殿田会 59

岩出市宮117-7 0736-63-5033

〒649-6531 0736-74-2100
稲穂会病院 (医)稲穂会 24

紀の川市粉河756-3 0736-74-2080

貴志川リハビリテーション 〒640-0401 0736-64-0061
社会医療法人三車会 60 108

病院 0736-64-0063紀の川市貴志川町丸栖1423-3

和歌山県立医科大学 〒649-7113 0736-22-0066 公立大学法人
100 4

附属病院 紀北分院 かつらぎ町妙寺219 0736-22-2579 和歌山県立医科大学

〒648-0005 0736-37-1200
橋本市民病院 橋 本 市 300

橋本市小峰台2-8-1 0736-37-1880

社会医療法人博寿会 〒648-0072 0736-32-8899
社会医療法人博寿会 84

山本病院 橋本市東家6-7-26 0736-34-2738

〒648-0101 0736-54-2288
紀の郷病院 (医)郷の会 120

九度山町九度山113-6 0736-54-4816



電 話 番 号 病 床
病 院 名 所 在 地 開 設 者

ＦＡＸ番号 一般 療養 精神 感染 結核

〒648-0085 0736-33-5000
(医)南労会紀和病院 (医)南労会 186 113

橋本市岸上18-1 0736-33-5100

和歌山県立こころの 〒643-0811 0737-52-3221
和 歌 山 県 300

医療センター 有田川町庄31 0737-52-5571

〒649-0316 0737-82-2151
有田市立病院 有 田 市 153 4

有田市宮崎町6 0737-82-5154

〒643-0007 0737-63-5561
済生会有田病院 和歌山県済生会 184

湯浅町吉川52-6 0737-62-3420

〒643-0034 0737-52-6188
西岡病院 (医)たちばな会 60 60

有田川町小島278-1 0737-52-6091

〒649-0304 0737-83-0078
桜ヶ丘病院 (医)千徳会 49 50

有田市簑島904 0737-83-0079

〒643-0034 0737-52-3730
有田南病院 (医)明美会 26 45

有田川町小島15 0737-52-6860

独立行政法人国立病院機構 〒644-0044 0738-22-3256 独立行政法人
295 15

和歌山病院 美浜町和田1138 0738-23-3104 国立病院機構

〒644-0002 0738-22-1111 御坊市外五ｹ町病院
ひだか病院 263 100 4

御坊市薗116-2 0738-22-7140 経営事務組合

〒644-0011 0738-22-2188
北出病院 社会医療法人黎明会 131 51

御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2120

〒644-0012 0738-22-3352 (医)整形外科北裏
整形外科北裏病院 100

御坊市湯川町小松原454 0738-22-3354 病院

独立行政法人国立病院機構 〒646-8558 0739-26-7050 独立行政法人
316

南和歌山医療センター 田辺市たきない町27-1 0739-24-2055 国立病院機構

〒646-8588 0739-22-5000
紀南病院 公立紀南病院組合 352 4

田辺市新庄町46-70 0739-26-0925

〒646-0015 0739-22-2080
紀南こころの医療センター 公立紀南病院組合 198

田辺市たきない町25-1 0739-22-9440

〒646-0036 0739-22-6028
（医)洗心会玉置病院 (医)洗心会 34 32

田辺市上屋敷2-5-1 0739-25-2825

〒649-2102 0739-47-2175 (社福)和歌山県福祉
南紀医療福祉センター 64

上富田町岩田1776-1 0739-47-2176 事業団

〒646-0042 0739-24-5333 (医)研医会田辺
（医)研医会田辺中央病院 139

田辺市南新町147 0739-23-1114 中央病院

〒649-2211 0739-43-6200 (公財)白浜医療福祉
白浜はまゆう病院 82 128

白浜町1447 0739-43-7891 財団

〒649-2211 0739-82-1200
（医)宝山会白浜小南病院 （医）宝山会 22 177

白浜町3220-9 0739-82-1201

〒649-2621 0739-55-2065
国保すさみ病院 す さ み 町 48 24

すさみ町周参見2380 0739-55-2225

〒649-3510 0735-62-7111
くしもと町立病院 串 本 町 90 40

串本町サンゴ台691-7 0735-67-7200

〒649-3502 0735-62-0888
(医)芳純会潮岬病院 (医)芳純会 2 178

串本町潮岬417 0735-62-4694

〒649-3514 0735-66-1021
串本有田病院 (医)健佑会 45 60

串本町有田499-1 0735-66-1620

〒647-0072 0735-31-3333
新宮市立医療センター 新 宮 市 281 4

新宮市蜂伏18-7 0735-31-3335

〒647-0018 0735-22-5137
(一財)新宮病院 (一財)新宮病院 84

新宮市仲之町2-1-15 0735-21-2137

〒647-0061 0735-31-7153
岩崎病院 (医)両茂会 157

新宮市三輪崎1384 0735-31-5655

〒649-5331 0735-52-1055
那智勝浦町立温泉病院 那 智 勝 浦 町 120

那智勝浦町天満1185-4 0735-52-3853

〒649-5332 0735-52-6511
(医)日進会日進会病院 (医)日進会 82

那智勝浦町朝日1-221-1 0735-52-5438

〔注〕病床欄の一般・・・一般病床及び旧その他病床（療養型病床群を除く）。

病床欄の療養・・・療養病床及び旧療養型病床群。



＊担当課室 健康推進課 TEL 073-441-2656（１０）障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センター

一般歯科診療所では治療困難な障害児(者)、高齢者に対し、歯科診療を提供するとともに保健予防の普及啓発を図る

施設です。

電 話 番 号
施 設 名 所 在 地 設 置 主 体 開設年月日 備 考

ＦＡＸ番号

和歌山県障害児(者)・高齢者 〒640-8319 073-435-5190

和歌山市手平2-1-2 和 歌 山 県 10.12. 3平成

歯科口腔保健センター 県民交流 和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛 073-435-5191プラザ


