
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL 対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 星野胃腸クリニック 640-8342 和歌山市友田町5丁目32 073-422-0007 http://www.hoshino-cl.com
内科

胃腸科
乳腺科

星野　好則
田守　健次朗
矢本　真子

和歌山県立医大（和歌山市紀三井寺８１１－１）
日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）

2 生馬医院 640-8343 和歌山市吉田436 073-422-1458 http://www.ikomaiin.com
小児科
内科

小山　博史
和歌山県立医大（和歌山市紀三井寺８１１－１）

日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）

3 こばやし内科クリニック 640-8453 和歌山市木ノ本552-1 073-453-3100

内科
呼吸器内科
循環器内科
消化器内科

小林　正人 和歌山ろうさい病院（和歌山市木ノ本93-1）

4 まえだ内科クリニック 640-8391 和歌山市加納122-12 073-474-0080 http://www.maeda-naika-cl.com 内科 前田　浩輝
和歌山県立医大（和歌山市紀三井寺８１１－１）

日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）
済生会和歌山病院（和歌山市十二番丁４５）

5 森内科クリニック 640-8390 和歌山市有本226-12 073-402-3281 内科 森　壽美
和歌山県立医大（和歌山市紀三井寺８１１－１）

日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）
和歌山市生協病院（和歌山市有本１４３－１）

6
医療法人　殿最会
みながクリニック

640-8342 和歌山市友田町4-18 073-432-2666
https://minagaclinic.wixsite.com/to

nomokai

内科
循環器内科
呼吸器内科
糖尿病内科

池田　健太郎
見永　武芳

7
医療法人たいよう

ファミリークリニック
641-0002 和歌山市新中島125-1 073-476-5171 www.taiyo-kodomo.com 小児科 小宮　圭

和歌山県立医大（和歌山市紀三井寺８１１－１）
日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）

医療法人たいようファミリ－クリニック

8
クリニックジョイ

耳鼻咽喉科アレルギー科
640-8463 和歌山市楠見中169-1 ワッセーナ21（101号） 073-480-1717 http://clinicjoy.p-kit.com/

耳鼻咽喉科
アレルギー科

與田　順一
和歌山県立医大（和歌山市紀三井寺８１１－１）

日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）
和歌山ろうさい病院（和歌山市木ノ本93-1）

9 松谷内科 640-8471 和歌山市善明寺755-81 073-451-1700
https://www.facebook.com/matsuta

ninaika/?mobai-admin_todo_tour
内科 松谷　紀彦

和歌山県立医科大学附属病院（和歌山市紀三井寺811-1）
日本赤十字和歌山医療センター（和歌山市小松原通4-20）

和歌山労災病院（和歌山市木ノ本93-1）

10 つの小児科 641-0035 和歌山市関戸1-4-10 073-448-3234 小児科 津野　博
和歌山県立医科大学附属病院（和歌山市紀三井寺811-1）
日本赤十字和歌山医療センター（和歌山市小松原通4-20）

11
（医）裕真会

下間クリニック
640-8464 和歌山市市小路402 073-455-1718

内科
小児科

胃腸内科
外科

肛門外科

下間　仲裕
和歌山生協病院（和歌山市有本143-1）
和歌山労災病院（和歌山市木ノ本93-1）

12 今福診療所 641-0044 和歌山市今福2丁目1-16 073-494-7678
内科

小児科
田中　良示

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（和歌山県）

基本情報 事務連絡に基づく対応について
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13 風土記の丘診療所 640-8301 和歌山市岩橋1271-1 073-473-6070 http://www.fudoki.net
内科

消化器内科
綛田　真也 医療法人やすだ堀口記念病院（和歌山市湊本町3-4-1）

14 河西診療所 640-8442 和歌山市平井66-1 073-451-6177 https://www.w-iryoseikyo.com
内科

小児科
木津　俊一
内田 和歌山市生協病院（和歌山市有本143-1）

15
与田病院附属

ふじと台クリニック
640-8451 和歌山市中573-19 ふじと台ステーションビル4階 073-499-8801 http://fujitodai-clinic.jp

内科
糖尿病内科
内分泌内科

小児科

与田　絋一郎

16 今村病院 640-8272 和歌山県和歌山市砂山南2丁目4番21号 073-425-3271 https://www.imamura.or.jp
脳神経外科

外科
内科

今村和弘
大河内則仁
伊藤康夫

今村病院

17 せせらぎクリニック 640-8435 和歌山市古屋153-7 074-499-7712 http://seseragi-clinic.com/
内科

小児科
皮膚科

久岡　崇宏 和歌山ろうさい病院（和歌山市木ノ本93-1）

18 宮本医院 641-0051 和歌山市西高松1丁目5-36 073-422-6065 https://wmm-g.com
内科

小児科
宮本　克之

和歌山県立医大（和歌山市紀三井寺８１１－１）
日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）

19
（医）栄会
貴志内科

640-8441 和歌山市栄谷745 073-455-1120 内科 貴志　徹雄 当院にて診察可能（※入院受け入れは不可）

20
和歌山駅前つじもと内科・呼吸
器内科アレルギー科

640-8341 和歌山県和歌山市黒田９５－５ 073-476-5676 http://wakayama-naika.com/
内科

呼吸器内科
アレルギー科

辻本　直貴 日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通４－２０）

21
内科・生活習慣病
くらしクリニック

640-8203
和歌山市東蔵前丁３９
キーノ和歌山３階

073-494-3355 https://kurashiclinic.jp 内科 向阪　彰

22 米満内科 640-8341 和歌山県和歌山市黒田１０８－７ 073-471-2555 https://www.yonecl.com
内科

心療内科
米満　尚史

23
いちご耳鼻咽喉科
藤原クリニック

649-6246 和歌山県岩出市吉田319-10 0736-63-0701 https://3387ichigo.com 耳鼻咽喉科
藤原 啓次
打越 遼

公立那賀病院 (和歌山県紀の川市打田1282番地)
和歌山県立医科大学付属病院 (和歌山県和歌山市811－1)

日本赤十字社和歌山医療センター (和歌山県和歌山市小松原
通四丁目20番地)

24 おおみや診療所 649-6226 和歌山県岩出市宮50-1 0736-61-6151 内科 奥村 明春 和歌山生協病院 (和歌山市有本143-1)

25 西岡内科胃腸科 649-6111 和歌山県紀の川市桃山町最上84-5 0736-66-2223
内科

小児科
西岡 正好 公立那賀病院 (和歌山県紀の川市打田1282番地)

26 さかい耳鼻咽喉科クリニック 640-0424 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口1576-1 0736-67-7233 https://www.sakai-ent.com 耳鼻咽喉科 酒井 章博

27
医療法人 慈愛会 勝田胃腸内科

外科医院
649-6531 和歌山県紀の川市粉河1916 0736-73-2101 http://www.katsuda-ichouka.or.jp

内科
外科

胃腸科
勝田 仁康 公立那賀病院 (和歌山県紀の川市打田1282番地)

28 おく耳鼻咽喉科 649-6205 和歌山県岩出市森277-1 0736-69-1733 https://oku-jibika.com 耳鼻咽喉科 奥 雅哉
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29 こだま小児科 649-6219 和歌山県岩出市北大池124-5 0736-69-2366 https://kodama-cl.jp 小児科 児玉 和彦

30 医療法人 豊田内科 649-6202 和歌山県岩出市根来913-2 0736-63-0297
内科

小児科
豊田 和之
豊田 栄一

公立那賀病院 (和歌山県紀の川市打田1282番地)

31 高野山総合診療所 648-0211 和歌山県伊都郡高野町大字高野山６３１番地 0736-56-2911
http://www.town.koya.wakayama.jp

/health/hospital/

内科 田中　瑛一朗
田村　忠彦

高野山総合診療所

32 ゆあさクリニック 643-0021 和歌山県有田郡有田川町下津野1288-1 0737-52-8880 内科 湯浅　研司
済生会有田病院

（和歌山県有田郡湯浅町吉川52-6）

33
赤ちゃんからの平山こどもクリ

ニック
643-0032 和歌山県有田郡有田川町天満305-4 0737-52-8666 http://www.hirayama-kodomo.jp

小児科
小児アレルギー

科
平山　健二

34 耳鼻咽喉科ごとう医院 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅128-2 0737-63-3838
耳鼻咽喉科

アレルギー科
後藤　浩伸

和歌山県立医科大学附属病院（和歌山市紀三井寺811-1）
日赤和歌山医療センター（和歌山市小松原通4-20）

35 平山内科皮膚泌尿器科 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅459 0737-63-1103 内科 平山　純二

36 ひだか病院 644-0002 御坊市薗１１６番２ 0738-22-1111
http://www.hidakagh.gobo.wakaya

ma.jp/

「透析・歯科口
腔外科」以外の

診療科
(対応については
診療科で個別対

応)

透析、歯科口腔外科
以外の対応診療科医
師

和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)

37 井本内科 644-0003 御坊市島２３２－８ 0738-22-2228
内科

井本　和也
ひだか病院(御坊市薗１１６番地２)

和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)

38 塩路内科胃腸科 649-1342 御坊市藤田町吉田６２１ 0738-24-0666
内科

小児科
塩路　信人

ひだか病院(御坊市薗１１６番地２)
和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)

39 山羽胃腸科内科 644-0002 御坊市薗６５２－２ 0738-22-1968 内科 山羽　義貴
ひだか病院(御坊市薗１１６番地２)

和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)

40 谷本内科小児科 649-1324 日高郡日高川町土生１６０－４ 0738-24-2040
内科

小児科
谷本　聡

ひだか病院(御坊市薗１１６番地２)
和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)

41
日高川町国民健康保険川上診療

所
644-1201 日高郡日高川町川原河２６４番地 0738-56-0396

内科
小児科

平林　直樹
ひだか病院(御坊市薗１１６番地２)

和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)

42
日高川町国民健康保険寒川診療

所
644-1221 日高郡日高川町寒川２９３番地２ 0738-58-0012

内科
小児科

新谷　茂樹
ひだか病院(御坊市薗１１６番地２)

和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)
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43 小溝クリニック 649-1527 日高郡印南町島田１１６３の１１ 0738-43-8000 http://www.komizoclinic.com
内科、小児科

外科
小溝　芳美

ひだか病院(御坊市薗１１６番地２)
和歌山病院(日高郡美浜町和田１１３８)
北出病院(御坊市湯川町財部７２８－４)

44 あきづクリニック 646-0005 田辺市秋津町１８９－１６ 0739-34-3090 https://www.akizu-clinic.com/
脳神経内科
リハビリ科

小口　健

紀南病院
南和歌山医療センター

田辺中央病院
白浜はまゆう病院

45 医療法人長嶋医院 646-0058 田辺市目良３２－３２ 0739-24-3220
内科

胃腸科
長嶋　二郎

46 外科内科辻医院 646-0036 田辺市上屋敷３丁目１１番１４号 0739-22-0534
外科
内科

辻　興

47 平畑医院 646-0028 田辺市高雄一丁目5-2 0739-24-0770
外科
内科

平畑　忍
紀南病院

南和歌山医療センター

48 ふくはらこどもクリニック 646-0027 田辺市朝日ヶ丘１３－２４ 0739-33-7711
https://www.fukuhara-

kodomo.com/

小児科
アレルギー科

福原　仁雄

49 恵友病院 642-0001 和歌山県海南市船尾264-2 073-483-1033 http://www.keiyukai.com 内科

川嶋　寛昭
上田　耕臣
中井　國雄
坂本　幸具
中山　均
飯田　武
小川　隆敏
平松　真燈佳

自院で対応可

50 桜ヶ丘病院 649-0304 和歌山県有田市箕島904 0737-83-0078 http://www.cherry-hill.or.jp/ 内科

成川　暢彦
北端　宏規
稲垣　優子
小田　稔
西山　稔
今井　秀彰

自院での対応

51 あきさきクリニック 641-0002 和歌山県和歌山市新中島１２５－１ 073-475-4165 https://www.ddmap.jp/0734754165 内科 明嵜太一

52 たけい耳鼻咽喉科 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本２６１－２１ 073-451-3341 https://www.tkent.jp 耳鼻咽喉科 竹井　慎 和歌山ろうさい病院（和歌山市木ノ本93-1）

53 児島医院 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅686 0737-62-2066 http://www.kojimaiin.jp/
内科

小児科
児島　謙作

54 中村内科医院 649-0304 和歌山県有田市箕島653-5 0737-83-2255
内科

小児科
中村　吉伸

55 胃腸肛門科　家田医院 649-6248 和歌山県岩出市中黒507-1 0736-61-1212 https://iedaiin.com/ 内科
家田勝幸
家田淳司

那賀病院
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http://www.komizoclinic.com/
https://www.akizu-clinic.com/
https://www.fukuhara-kodomo.com/
https://www.fukuhara-kodomo.com/
http://www.keiyukai.com/
http://www.cherry-hill.or.jp/
https://www.ddmap.jp/0734754165
https://www.tkent.jp/
https://iedaiin.com/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL 対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（和歌山県）

基本情報 事務連絡に基づく対応について

56 かわむら医院 649-0101 和歌山県海南市下津町下津７８５−２ 073-492-0132
内科

小児科
川村　貴秀 日赤和歌山医療センター(和歌山市小松原通4-20)
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