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保険医療機関　名称 〒 保険医療機関　所在地 標榜している診療科目

ＫＡＹ　ＣＬＩＮＩＣ 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀三丁目３番１４号 婦人科、産科、内科、外科、肛門外科
アイリス眼科クリニック 641-0013 和歌山県和歌山市内原812-7 眼科
葵町クリニック 640-8273 和歌山県和歌山市葵町2-33 産婦人科、内科、乳腺科、小児科
あおたハートクリニック 640-8142 和歌山県和歌山市三番丁54　三番丁タワー 循環器内科、心臓血管外科

秋岡皮ふ科クリニック 640-8155
和歌山県和歌山市九番丁4-1　ラウムズ和歌
山九番丁1F

皮膚科

あきさきクリニック 641-0002 和歌山市新中島125-1 内科、老年内科
有井医院 640-8404 和歌山県和歌山市湊2丁目7-8 内科、小児科、放射線科
ありいクリニック 640-8434 和歌山県和歌山市榎原84-1 内科・消化器内科
ありた内科・循環器内科クリニック 640-8411 和歌山県和歌山市梶取1-26 内科、循環器内科
有本クリニック 640-8323 和歌山市太田38-14 内科、呼吸器内科、皮膚科、外科
アンシアナトー診療所 640-8422 和歌山県和歌山市松江東1-7-25 内科
生馬医院 640-8343 和歌山市吉田436 小児科、内科、アレルギー科、児童精神科

石井内科 640-8443
和歌山県和歌山市延時147-13
　グランドビル2階

内科

いしぐちクリニック 640-8403 和歌山市北島453-1　コンプラベルデ１階
内科、胃腸内科、消化器内科、小児科、リハビリテーション
科、呼吸器内科、循環器内科、放射線科

一般財団法人NSメディカル・ヘルスケアサービス
和歌山診療所

640-8404 和歌山県和歌山市湊1850
内科、循環器科、消化器内科、外科、歯科、歯科口腔外科、
婦人科

一般社団法人　和歌山市医師会成人病センター 640-8319
和歌山県和歌山市手平2-1-2　和歌山ビッグ
愛3F

内科、循環器内科、消化器内科、放射線科、外科、神経内
科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、婦人科

稲田クリニック 641-0004 和歌山県和歌山市和田461番地 産科、婦人科、小児科

井上整形外科・内科 640-8228 和歌山県和歌山市小人町南ノ丁20番地
整形外科、脳神経外科、外科、内科、リハビリテーション科、
消化器内科

いまえクリニック 640-8391 和歌山県和歌山市加納201-8 脳神経外科、内科、外科、放射線科、リハビリテーション科
今福診療所 641-0044 和歌山市今福2丁目1番16号 内科、小児科
医療法人　上西内科 640-8243 和歌山県和歌山市徒町28 内科、呼吸器内科、消化器内科、アレルギー科、小児科
医療法人　さんさんクリニック 640-8481 和歌山市直川569-1 耳鼻咽喉科、小児科

医療法人　浜病院 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2丁目4-7
内科、外科、糖尿病内科、消化器内科、内視鏡内科、放射
線科、リハビリテーション科

医療法人　宮本病院 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋3-6-1 精神科、心療内科
医療法人　山中眼科 640-8212 和歌山県和歌山市杉ノ馬場1丁目41-1 眼科
医療法人あさかクリニック 649-6264 和歌山市新庄466-1 内科、小児科
医療法人以心会　浜田脳神経外科・内科 641-0052 和歌山県和歌山市東高松3-4-25 脳神経外科、神経内科、理学診療科、放射線科、内科
医療法人一穂会　武用整形外科 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神1005 整形外科、リハビリテーション科、放射線科、リウマチ科
医療法人小倉皮膚科 640-8059 和歌山県和歌山市鷺ノ森明神丁2 皮膚科

医療法人杏林会　嶋病院 640-8014 和歌山県和歌山市西仲間町1-30
内科、胃腸内科、精神科、神経内科、外科、泌尿器科、整形
外科、肛門科、リハビリテーション科

医療法人清和会　和歌山けいせい静脈瘤クリニッ 640-8331 和歌山市美園町5-12-1　水了軒ビル３F-B 形成外科、血管外科
医療法人光愛心　まつやま整形外科クリニック 649-6311 和歌山県和歌山市里86-1 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

医療法人恒生会　菱川クリニック 640-8263 和歌山県和歌山市茶屋ノ丁1-3 整形外科、内科

医療法人淳誠会北島橋クリニック 640-8403 和歌山県和歌山市北島558-1
胃腸科、内科、外科、循環器科、呼吸器科、肛門科、リハビ
リテーション科

医療法人しらい眼科 640-8451
和歌山県和歌山市中字楠谷573
イオンモール和歌山B1F

眼科

医療法人新生会　岩橋産科婦人科 641-0035 和歌山県和歌山市関戸1-6-44 産科、婦人科、産婦人科
医療法人田村病院 649-6261 和歌山県和歌山市小倉645 精神科、脳神経内科
医療法人たんぽぽ会歯科　和歌山院 649-6311 和歌山県和歌山市里27-1-3 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科
医療法人鶴寿会　酒井内科 640-0103 和歌山県和歌山市加太939-10 内科、糖尿病内科
医療法人光仁会　二澤医院 649-6314 和歌山県和歌山市島26-81 内科、小児科、皮膚科、放射線科

医療法人博文会　児玉病院 640-8342 和歌山県和歌山市友田町4-130
内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、
人工透析内科、リウマチ科、膠原病リウマチ内科、整形外
科、リハビリテーション科

医療法人藤民病院　藤民病院介護医療院 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋3-6-2 介護医療院
医療法人藤陽会　ケアランド内科 640-8302 和歌山市黒田279番地の4 内科
医療法人三日月会　月山チャイルドケアクリニック 640-8322 和歌山県和歌山市秋月482-1 小児科、小児外科、内科

医療法人雅会　みやび内科クリニック 640-8402 和歌山県和歌山市野崎133-1
内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、リハビリテーション
科、ペインクリニック内科、麻酔科

いわはしクリニック 641-0051 和歌山県和歌山市西高松2丁目13-23 整形外科、眼科
岩橋内科 641-0008 和歌山県和歌山市北中島1-7-12 内科
うつのみやレディースクリニック 640-8331 和歌山市美園町5丁目4-20 産婦人科（生殖医療）、産科、婦人科、内科、泌尿器科
榎本耳鼻咽喉科 641-0034 和歌山県和歌山市新高町3-10 耳鼻咽喉科
江本内科 640-8134 和歌山県和歌山市芦辺丁10 内科
大河内医院 641-0006 和歌山県和歌山市中島429-1 内科、循環器内科、消化器内科
太田医院 640-8323 和歌山県和歌山市太田1-13-10 内科、消化器内科、循環器科
太田皮フ科 640-8432 和歌山県和歌山市土入20-8 皮膚科
岡内科・胃腸科クリニック 640-0301 和歌山県和歌山市木枕41-1 消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病・代謝内科
おかもと眼科 640-8392 和歌山県和歌山市中之島307-1 眼科
おだ眼科クリニック 640-8425 和歌山県和歌山市松江北7丁目10-34 眼科
オレンジクリニック 640-8431 和歌山県和歌山市向151-4 耳鼻咽喉科、アレルギー科
金澤内科クリニック 640-8033 和歌山県和歌山市本町6丁目26 内科、消化器科
かわくぼ皮ふ科クリニック 640-8104 和歌山県和歌山市南休賀町11 皮膚科
川崎医院 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺1099 内科、小児科、放射線科
かわしま眼科クリニック 640-8412 和歌山県和歌山市狐島370-1 眼科
眼科松本クリニック市駅院 640-8203 和歌山県和歌山市東蔵前丁39 眼科

きたクリニック 641-0008
和歌山県和歌山市北中島1-5-1　クリニック
ビルりゅうじん3F

内科、外科

北村泌尿器科・内科クリニック 640-8319
和歌山県和歌山市手平5丁目1-15　マエダビ
ル1Ｆ

泌尿器科、内科

北山クリニック 640-8444 和歌山県和歌山市次郎丸78-3 内科、循環器科

北山健医院 640-0112 和歌山県和歌山市西庄187-5 内科、外科、放射線科、整形外科

きのくに漢方クリニック 640-8269
和歌山県和歌山市小松原通1-1-35　サンビ
ル4F

内科、外科、小児科、アレルギー科

きのしたクリニック 649-6324 和歌山県和歌山市祢宜970-1
脳神経外科、内科、外科、整形外科、神経内科、循環器内
科、小児科、リハビリテーション科、放射線科

木下耳鼻いんこう科 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀728-1 耳鼻いんこう科
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保険医療機関　名称 〒 保険医療機関　所在地 標榜している診療科目

きみこ・クリニック　胃腸肛門科 640-8341
和歌山県和歌山市黒田1丁目1-10　クリニッ
クビル上林2Ｆ

胃腸科、肛門科

九鬼耳鼻咽喉科 640-8315 和歌山県和歌山市津秦3-26 耳鼻咽喉科

クリニックジョイ耳鼻咽喉科 アレルギー科 640-8463
和歌山県和歌山市楠見中169-1　ワッセナー
21　101号

耳鼻咽喉科、アレルギー科

クリニック宮本 640-8472 和歌山県和歌山市大谷106-1 泌尿器科、内科
クリニックもり 649-6335 和歌山県和歌山市西田井216-1 内科、小児科、消化器科、リハビリテーション科
くろだ耳鼻咽喉科 640-8341 和歌山県和歌山市黒田254-3 耳鼻咽喉科、アレルギー科
黒田内科医院 640-8481 和歌山県和歌山市直川1-8 内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、小児科
小池胃腸科 641-0044 和歌山県和歌山市今福2-1-53 胃腸科、内科、放射線科、皮膚科
小池クリニック 640-8323 和歌山県和歌山市太田２－１３－２５ 内科
こばやし小児科 640-8393 和歌山県和歌山市畑屋敷端ノ丁37 小児科、内科
こばやし内科クリニック 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本552-1 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科
こむく整形外科 640-8412 和歌山県和歌山市狐島373-1 整形外科
こやま皮膚科 640-8028 和歌山県和歌山市匠町29番地　小山ビル2F 皮膚科、アレルギー科
坂井医院 640-8341 和歌山県和歌山市黒田１－４－８ 整形外科、リハビリテーション科、内科
阪井循環器内科医院 640-8152 和歌山県和歌山市十番丁12　十番丁ビル1F 内科、心臓血管内科、糖尿病代謝内科、呼吸器内科
さかぐち医院 640-8039 和歌山県和歌山市宇治袋町13 内科、胃腸科、呼吸器科、循環器科、理学療法科

さかつじ内科 640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁62
内科、消化器科、呼吸器科、外科、麻酔科、放射線科、循環
器科、放射線科、アレルギー科

坂部クリニック 649-6305 和歌山県和歌山市谷18 内科
さくら内科クリニック 640-8341 和歌山県和歌山市黒田18-6 内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー
さとう内科ひろせクリニック 640-8126 和歌山市南片原2丁目12番地 内科、糖尿病内科
さとう内科 640-8323 和歌山県和歌山市太田667-6 内科、心臓血管外科、消化器外科
サンクリニック 640-8392 和歌山県和歌山市中之島1716 内科、外科、整形外科、麻酔科
しおじやすひさクリニック 640-8425 和歌山県和歌山市松江北7-6-6 胃腸科、内科、消化器科
しおたに循環器内科クリニック 641-0011 和歌山県和歌山市三葛677-1 内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科
しばもり耳鼻咽喉科 649-6313 和歌山県和歌山市楠本72-123 耳鼻咽喉科、アレルギー科
耳鼻咽喉科はやしクリニック 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋992-1 耳鼻咽喉科、アレルギー科
嶋内科医院 641-0015 和歌山県和歌山市布引607-1 内科、胃腸科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、放射線科

しもがいとメンタルクリニック 640-8341 和歌山県和歌山市黒田1-2-4　寺本興産ビ 心療内科、精神科

社会福祉法人わかうら会診療所 641-0061 和歌山県和歌山市田野１７５番地 循環器内科、内科
じょうはたクリニック 640-8314 和歌山県和歌山市神前322-6 胃腸内科、肛門外科、内科、外科
新谷医院 640-8125 和歌山県和歌山市島崎町7-14 内科、小児科

しんどうなおこクリニック 640-8322 和歌山県和歌山市秋月275-1 内科、糖尿病内科、消化器内科
瀬川皮膚科泌尿器科性病科医院 640-8343 和歌山市吉田347 皮膚科、泌尿器科、性感染症内科
せせらぎクリニック 640-8435 和歌山県和歌山市古屋153-7 内科、外科、心臓血管内科、小児科、皮膚科
大日山荘診療所 640-0304 和歌山県和歌山市平尾２－１ 内科
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 小児科
髙田整形外科内科クリニック 640-0112 和歌山県和歌山市西庄338-57 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科

竹内内科胃腸科 641-0036 和歌山県和歌山市西浜973-12
内科、胃腸科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科、リハビ
リテーション科

竹の里園診療所 640-0305 和歌山県和歌山市明王寺字六ノ坪3-1 内科

竹原外科内科医院 641-0036 和歌山県和歌山市西浜1004-1
内科、外科、脳神経外科、整形外科、神経内科、呼吸器内科、循環
器内科、消化器内科

橘医院 640-8341 和歌山県和歌山市黒田117 内科

タナカ眼科 640-8043 和歌山県和歌山市福町37　アズビル2F 眼科
たにやまクリニック 649-6322 和歌山県和歌山市和佐関戸２４４－４ 内科、ペインクリニック
田畑内科 641-0014 和歌山市毛見342-12 消化器内科、内科

たぶせ在宅クリニック 640-8264
和歌山県和歌山市湊桶屋町10
Ｍ＆Ｍビル2階　Ａ号室

内科

たまい内科 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺1454
内科、糖尿病内科、消化器内科、内分泌・代謝内科、呼吸器
内科、循環器内科、アレルギー科

田村耳鼻咽喉科 640-8451
和歌山県和歌山市中字批杷谷573-19
ESTACIONふじと台駅前ビル東棟4階E406

耳鼻咽喉科、アレルギー科

多屋クリニック 640-8322
和歌山県和歌山市秋月24　しんあいクリニッ
クセンター3B

内科、外科、リハビリテーション科

辻クリニック 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷748　MMKﾋﾞﾙ104 内科、消化器内科、肛門外科、循環器内科、皮膚科、外科
トータルケア　まきクリニック 640-8328 和歌山県和歌山市木広町5-1-5 内科
なかい眼科 640-8314 和歌山県和歌山市神前146-1　メゾンローズ 眼科
なかお眼科医院 649-6331 和歌山県和歌山市北野517-4 眼科
仲河眼科医院 640-8341 和歌山県和歌山市黒田138番地1 眼科
ナガタクリニック 640-8362 和歌山県和歌山市岡織屋小路2 神経内科、内科
中谷医科歯科クリニック 640-8151 和歌山県和歌山市屋形町1-26 内科、歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

中西クリニック 640-8331
和歌山県和歌山市美園町5-7-4
テンビル2F

整形外科

中西内科呼吸器内科クリニック 641-0054 和歌山市塩屋5丁目122-1 内科、呼吸器内科、アレルギー科
なかむら皮膚科 640-8481 和歌山市直川375番地1 皮膚科

ナカムラメディカルクリニック 640-8005 和歌山県和歌山市元寺町南ノ丁50
内科、胃腸内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、
放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科

なかむら消化器科・内科 640-8323 和歌山県和歌山市太田70-13 消化器内科、内科
なないろこどもクリニック 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2-4-46-2F 小児科
なんぶ胃腸科内科 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷1022-1 内科
西川内科診療所 640-8028 和歌山県和歌山市匠町29　小山ビル１階 内科、消化器内科、放射線科
にしかわ眼科クリニック 640-8435 和歌山県和歌山市古屋112-1 眼科
西村内科医院 640-8434 和歌山県和歌山市榎原１３－４ 内科、消化器科
ねごろクリニック 640-8392 和歌山市中之島2345 内科、皮膚科、心療内科
野村内科医院 640-8392 和歌山市中之島688-1 内科、消化器内科
長谷川内科医院 640-8441 和歌山県和歌山市栄谷2-3 内科
はまだ産婦人科 649-6314 和歌山県和歌山市島230-2 産婦人科、小児科
浜之宮メンタルクリニック 641-0013 和歌山県和歌山市内原948 精神科、心療内科
はんだ内科クリニック 640-8435 和歌山県和歌山市古屋57-2 内科、循環器内科、消化器内科
ひうらクリニック 640-8342 和歌山県和歌山市友田町5-43　山植ビル2F 泌尿器科、内科
ひまわりこどもクリニック 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本309-3 小児科
風土記の丘診療所 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1271-1 内科、消化器内科、老年内科、臨床検査科
吹上クリニック 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2-5-28 内科、胃腸科、肛門科、外科、整形外科、リハビリテーション科

舩橋クリニック 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋316 心臓血管外科・内科・放射線科・リハビリテーション科

ホームケアクリニック　城北の杜 640-8035
和歌山県和歌山市万町7番地　サピリア石倉
3階3F号室

内科

ほしの整形外科 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺302-1 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科



保険医療機関　名称 〒 保険医療機関　所在地 標榜している診療科目

堀口記念病院 640-8222 和歌山県和歌山市湊本町3丁目4-1
整形外科、外科、胸部外科、内科、老年内科、呼吸器内科、循環器
内科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科、ペインクリニック内
科・外科

ほんだ内科クリニック 640-8401 和歌山県和歌山市福島８８－５ 内科、呼吸器内科、アレルギー科、老年内科、漢方内科
まえだクリニック 641-0036 和歌山県和歌山市西浜７８１－２ 内科・消化器内科・外科
まえだ内科クリニック 640-8391 和歌山県和歌山市加納122-12 内科、消化器内科、放射線科
まきのクリニック 640-0332 和歌山市冬野1761-10 内科、消化器内科,呼吸器内科、循環器内科、アレルギー科
まつもとクリニック 640-8304 和歌山県和歌山市松島347-5 内科、胃腸内科、小児科、放射線科
松本メンタルクリニック 640-0112 和歌山県和歌山市西庄559-23 精神科、心療内科
まつもと眼科 649-6323 和歌山県和歌山市井ノ口123-3 眼科

みうら循環器内科 640-8403
和歌山市北島453　コンプラベルデⅡ１Ｆ　Ａ
－１号室

循環器内科、内科

みきた皮ふ科 640-8322 和歌山県和歌山市秋月２７５－１－１ 皮膚科

三木町歯科・内科 640-8151
和歌山県和歌山市屋形町3丁目11-1　アリス
ト和歌山城101

歯科、小児歯科、歯科口腔外科、内科、循環器内科、呼吸
器内科、消化器内科、糖尿病内科

美園町眼科医院 640-8331
和歌山県和歌山市美園町5-61
　和歌山ミオ４階

眼科

三谷医院 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東3-5-53 内科

みどりが丘ホーム診療所 649-6326 和歌山県和歌山市和佐中213-1 外科、内科、リハビリテーション科
みなかたクリニック 641-0055 和歌山県和歌山市和歌川町10-39 内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科、小児科
みなかた内科 640-8425 和歌山県和歌山市松江北5丁目5-9 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、小児科、放射線科
みやもと眼科医院 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺670-1 眼科
みゆき内科クリニック 640-0112 和歌山県和歌山市西庄５５９－２１ 内科、糖尿病内科、内分泌内科、消化器内科

みんなのこどもアレルギークリニック 640-8342
和歌山県和歌山市友田町4-130 Aタワークリ
ニックモール2F

小児科、アレルギー科

メンタルクリニックふきあげ 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2-5-40　Ｄビル1階 心療内科、精神科

森女性クリニック 640-8323 和歌山県和歌山市太田1-10-13 産科、婦人科、内科
森内科クリニック 640-8390 和歌山県和歌山市有本226-12 内科
やなせ整形外科 640-8444 和歌山県和歌山市次郎丸167-2 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科
山口医院 641-0014 和歌山県和歌山市毛見295-21 内科、糖尿病内科、小児科
山本眼科医院 640-8319 和歌山県和歌山市手平1丁目5-29 眼科

ようこクリニック 640-8392 和歌山県和歌山市中之島763 内科、消化器内科、内視鏡内科

よこい耳鼻咽喉科 640-0332 和歌山県和歌山市冬野1466-8 耳鼻咽喉科、アレルギー科

淀澤医院 640-8402 和歌山県和歌山市野崎18-1
内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、レントゲン科、リハビ
リテーション科

和歌山駅前つじもと内科・呼吸器内科アレルギー 640-8341 和歌山県和歌山市黒田95-5 内科、呼吸器内科、アレルギー科

わかやま友田町クリニック 640-8342
和歌山県和歌山市友田町４－１３０Atower２
階２０７－２号室

精神科、心療内科、神経内科

和クリニック 640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町4丁目12-2 内科
和田胃腸科医院 640-8323 和歌山県和歌山市太田1-4-21 胃腸科
和田皮膚科 640-8314 和歌山市神前126-3 皮膚科

640-8106
和歌山県和歌山市三木町中ノ丁1　三木町ビ
ル２F

眼科

愛徳医療福祉センター 641-0044 和歌山県和歌山市今福3丁目5-41
整形外科、児童精神科、小児科、内科、リハビリテーション
科、泌尿器科

医療法人　なかた消化器・内科クリニック 641-0006 和歌山県和歌山市中島574-2 消化器科、内科

医療法人　橋本病院 641-0041 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁4-31

消化器外科、外科（内視鏡）、肛門外科、消化器内科、内
科、糖尿病内科、循環器内科、皮膚科、整形外科、放射線
科、麻酔科、リハビリテーション科、泌尿器科、心療内科、精
神科

医療法人　小西眼科 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷222-39 眼科

医療法人　森医院 649-6339 和歌山県和歌山市弘西793
内科、小児科、放射線科、消化器内科、呼吸器内科、循環
器内科

医療法人　須佐病院 640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町4丁目30
整形外科、内科、外科、麻酔科、脳神経外科、リハビリテー
ション科、放射線科

医療法人愛晋会　中江病院 640-8461 和歌山県和歌山市船所30-1

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内
科、胃腸内科、内視鏡内科、脳神経内科、乳腺内科、外科、
消化器外科、内視鏡外科、脳神経外科、整形外科、リハビリ
テーション科、放射線科、麻酔科

医療法人伊奈胃腸科 640-8033 和歌山県和歌山市本町2丁目42 消化器科、内科、外科、肛門科、放射線科

医療法人医聖会　さくら眼科 640-8331
和歌山県和歌山市美園町5-12-1　水了軒ビ
ル２F

眼科

医療法人栄会　貴志内科 640-8441 和歌山県和歌山市栄谷745 内科
医療法人英悠会　眼科松本クリニック 640-8264 和歌山県和歌山市湊桶屋町11 眼科、形成外科、美容外科、美容皮膚科
医療法人塩﨑医院 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷363-3 外科、内科、肛門科、麻酔科

医療法人横山クリニック　横山内科 641-0043 和歌山県和歌山市宇須1-5-15
内科、呼吸器科、消化胃腸科、胃腸科、循環器科、小児科、
リハビリテーション科、放射線科、アレルギー科、リウマチ科

医療法人弘愛会　黒田医院 640-8435 和歌山県和歌山市古屋64
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、放
射線科、胃腸内科

医療法人弘仁会　ゆうゆうクリニック 640-8401 和歌山県和歌山市福島269-8 麻酔科、内科

医療法人弘仁会　瀬藤病院 640-8145 和歌山県和歌山市岡山丁71
内科、消化器内科、循環器内科、放射線科、リハビリテー
ション科

医療法人弘智会　上山病院 641-0013 和歌山県和歌山市内原998

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、胃腸内科、
内視鏡内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、
小児外科、肛門外科、整形外科、胃腸外科、皮膚科、リハビ
リテーション科、麻酔科、放射線科

医療法人桜の会　前田外科 640-8483 和歌山県和歌山市園部969-2
内科、外科、整形外科、皮膚科、消化器内科、リハビリテー
ション科、糖尿病内科、乳腺外科、肛門外科、肛門内科

医療法人三光会　クリニック三木 640-8462 和歌山県和歌山市粟250-3 整形外科、外科、リハビリテーション科
医療法人山本内科・消化器科 641-0013 和歌山県和歌山市内原937-28 内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、放射線科
医療法人慈生会　山口整形外科 640-8472 和歌山県和歌山市大谷405-1 整形外科
医療法人宗眞会　岩本脳神経外科 640-8314 和歌山県和歌山市神前395-2 脳神経外科、神経内科、放射線科、理学診療科

医療法人曙会　和歌浦中央病院 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋6丁目2-70
内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、神経内科、外
科、血管外科、整形外科、脳神経外科、小児科、泌尿器科、
眼科、リハビリテーション科、乳腺外科、皮膚科



保険医療機関　名称 〒 保険医療機関　所在地 標榜している診療科目

医療法人昭陽会　綿貫整形外科 649-6331 和歌山県和歌山市北野281
整形外科、麻酔科（ペインクリニック）、リハビリテーション
科、放射線科

医療法人昭陽会　和歌山南放射線科クリニック 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺870-2 内科、放射線科
医療法人真正会　龍神整形外科 641-0008 和歌山県和歌山市北中島1-5-1 整形外科、外科、リハビリテーション科
医療法人仁泉会　丸山整形外科 640-8213 和歌山県和歌山市舟大工町12 整形外科、リハビリテーション科

医療法人西村会　向陽病院 640-8315 和歌山県和歌山市津秦40
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形
外科、脳神経外科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーショ
ン科、麻酔科、心臓外科、乳腺外科、消化器外科

医療法人誠人会　与田病院附属ふじと台クリニック 640-8451
和歌山県和歌山市中573-19　ふじと台ステー
ションビルエスタシオン4Ｆ　Ｅ401号

内科、糖尿病内科、内分泌内科、呼吸器内科、消化器内
科、小児科

医療法人殿最会　みながクリニック 640-8342 和歌山県和歌山市友田町4-18 内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科

医療法人藤民病院 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋3丁目6-2
内科、消化器内科、リハビリテーション科、整形外科、外科、
精神科

医療法人福慈会　福外科病院 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目5-31 外科、内科、消化器外科
医療法人峰清会　岡田内科消化器クリニック 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町2-19 内科、胃腸内科

医療法人明成会　向井病院 649-6331 和歌山県和歌山市北野283
内科、脳神経外科、精神科、心療内科、リハビリテーション
科、放射線科

医療法人優進会三木町寺下整形外科 640-8105 和歌山県和歌山市三木町南ノ丁35
整形外科、内科、リハビリテーション科、脳神経外科、放射
線科

医療法人裕紫会　オリオン 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神129-5 内科

医療法人裕紫会　中谷病院 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神123-1
内科、外科、整形外科、消化器内科、循環器内科、リハビリ
テーション科、放射線科、婦人科、脳神経外科、脳神経内
科、呼吸器内科、泌尿器科、内視鏡内科

医療法人裕真会　下間クリニック 640-8464 和歌山県和歌山市市小路402 胃腸内科、内科、外科、肛門外科、小児科

医療法人良友会　西和歌山病院 640-8432 和歌山県和歌山市土入176
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、整形外科、
糖尿病内科、腎臓内科、人工透析内科、リハビリテーション
科、放射線科

医療法人甃友会　やまもとクリニック 640-8322 和歌山県和歌山市秋月570 内科、泌尿器科、小児科
一般社団法人たかみクリニック 641-0015 和歌山県和歌山市布引865-6アベニュー名 内科、泌尿器科
稲田病院 641-0004 和歌山県和歌山市和田1175 内科、消化器内科、眼科、リハビリテーション科

宇治田循環器内科 640-8434 和歌山県和歌山市榎原204-8
内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科、
放射線科、リハビリテーション科

宇都宮病院 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神505-4
内科、消化器・内視鏡内科、ペインクリニック内科、麻酔科、
肛門外科、胃腸内科、呼吸器内科、循環器内科、放射線
科、皮膚科、老人内科、整形外科

浦医院　胃腸・肛門科 640-8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目1-10 胃腸科、肛門科、外科、内科

岡本皮フ科 641-0007
和歌山県和歌山市小雑賀浜脇158　岡本クリ
ニックビル2F

皮膚科

加藤整形外科 649-6275 和歌山県和歌山市吐前283 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科
夏見整形外科 640-8434 和歌山県和歌山市榎原73-2 整形外科、外科、リウマチ科、リハビリテーション科
河西診療所 640-8442 和歌山県和歌山市平井66-1 内科、小児科

河西田村病院 640-8413 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-11
内科、外科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、脳神
経内科、小児科、神経小児科、泌尿器科、皮膚科、リハビリ
テーション科、放射線科

角谷リハビリテーション病院 640-8344 和歌山県和歌山市納定10-1
リハビリテーション科、循環器内科、内科、脳神経外科、整
形外科、放射線科

角谷整形外科病院 640-8343 和歌山県和歌山市吉田337
整形外科、リハビリテーション科、内科、形成外科、麻酔科、
循環器内科、リウマチ科、放射線科

楽クリニック 640-8287 和歌山県和歌山市築港3-21-2 肛門外科、外科、血管外科、内視鏡内科
寒川内科医院 640-0345 和歌山県和歌山市桑山164-3 内科、循環器内科、放射線内科

眼科黒田クリニック 640-8033
和歌山県和歌山市本町2丁目1　フォルテワジ
マ２F

眼科

眼科田中クリニック 640-8331 和歌山県和歌山市美園町5-1-8　山榮ビル 眼科
紀伊クリニック 649-6332 和歌山県和歌山市宇田森275-10 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科

紀泉KDクリニック 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺358-1
内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、
人工透析内科、リハビリテーション科

吉村消化器クリニック 640-8314 和歌山県和歌山市神前144-12 消化器内科（内視鏡）、外科、内科、肛門外科
宮本医院 641-0051 和歌山県和歌山市西高松1丁目5-36 内科、小児科、胃腸科、リハビリテーション科
宮本眼科クリニック 640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁28-2 眼科
宮本内科 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺1-53 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科
宮野眼科 640-8294 和歌山県和歌山市北中間町28 眼科
宮﨑泌尿器科内科クリニック 640-8425 和歌山県和歌山市松江北6-2-22 泌尿器科、内科
玉井循環器内科クリニック 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2丁目6-47 循環器科、内科

琴の浦リハビリテーションセンター附属病院 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1451
整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、神経内科、泌
尿器科、麻酔科

栗山内科 641-0008
和歌山県和歌山市北中島1-5-1　クリニック
ビルりゅうじん2F

内科、胃腸科、循環器科、呼吸器科

月山ベビィクリニック 640-8322 和歌山県和歌山市秋月483 小児科、新生児内科

健仁会　串上内科消化器科 649-6312 和歌山県和歌山市川辺133-1
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、胃腸内科、ア
レルギー科、小児科

古梅記念病院 640-8325 和歌山県和歌山市新生町5-37
整形外科、外科、内科、脳神経外科、乳腺外科、リハビリ
テーション科

公園前もり眼科 640-8152 和歌山県和歌山市十番丁15　市川ビル3F 眼科

高山病院 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀3丁目1-11
内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、リハビリテーション科、
小児科、外科、整形外科、皮膚科、肛門科、麻酔科

黒田医院 640-8343 和歌山県和歌山市吉田318 内科、胃腸科、放射線科
今村病院 640-8272 和歌山県和歌山市砂山南2丁目4-21 脳神経外科、外科、内科、放射線科、リハビリテーション科

済生会和歌山病院 640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁45

内科、糖尿病･代謝内科、消化器内科、循環器内科、外科、
整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器
科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、麻酔科、放射
線科、腎センター

坂本内科 641-0044 和歌山県和歌山市今福4-1-9 内科、消化器科
三木内科 640-8463 和歌山県和歌山市楠見中169-1 内科、循環器科、呼吸器科
秋月レディースクリニック 640-8328 和歌山県和歌山市木広町5丁目4-4 産婦人科、内科
小倉内科 640-0351 和歌山県和歌山市吉礼61-8 内科

松谷内科 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺755-81
内科、糖尿病内科、内分泌内科、循環器内科、消化器内
科、呼吸器内科

松田眼科医院 641-0052 和歌山県和歌山市東高松3丁目1-19 眼科



保険医療機関　名称 〒 保険医療機関　所在地 標榜している診療科目

松尾クリニック 640-0323 和歌山県和歌山市小瀬田109-2
整形外科、内科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、アレル
ギー科

松平ハタ医科歯科クリニック 640-8135 和歌山県和歌山市鷹匠町1丁目60 内科
松本医院 640-8403 和歌山県和歌山市北島100-2 内科、リウマチ科
上出皮フ科クリニック 641-0051 和歌山県和歌山市西高松1丁目5-50 皮膚科、美容皮膚科
上中クリニック 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1583-1 内科、外科、消化器（内科・外科）、内視鏡科、肛門外科
上林神経内科クリニック 641-0015 和歌山県和歌山市布引652-6 神経内科、内科、リハビリテーション科

星野胃腸クリニック 640-8342 和歌山県和歌山市友田町5丁目32

消化器内科、消化器外科、肛門外科、乳腺外科、循環器内
科、放射線科、糖尿病内科、呼吸器内科、血液内科、腎臓
内科、神経内科、リハビリテーション科、内科、外科、整形外
科

生協こども診療所 640-8390 和歌山県和歌山市有本144-17 小児科
生協芦原診療所 640-8124 和歌山県和歌山市雄松町2丁目55 外科、内科
西庄園診療所 640-0112 和歌山県和歌山市西庄1133-2 内科、消化器内科、神経内科

西川内科クリニック 640-8341
和歌山県和歌山市黒田1丁目2-4　寺本興産
ビル1F

内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科

西本クリニック 640-8156 和歌山県和歌山市七番丁16　和一ビル２F 内科、麻酔科、神経科、呼吸器科
誠佑記念病院 649-6335 和歌山県和歌山市西田井391 循環器科、心臓血管外科、消化器科、整形外科、内科、外

石本胃腸肛門クリニック 640-8329 和歌山県和歌山市田中町3-1
内科、外科、胃腸内科、胃腸外科、肛門内科、肛門外科、循
環器内科、呼吸器内科、放射線科、リハビリテーション科

川﨑医院 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺1099 内科、小児科、放射線科

前田眼科医院 640-8329
和歌山県和歌山市田中町5丁目1-15　田端
ビル2F

眼科

多田内科 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2-2-32 東洋ビル1階 内科
太田内科医院 640-8065 和歌山県和歌山市山吹丁34 内科、消化器内科
瀧本クリニック 640-8113 和歌山県和歌山市広瀬通丁2-3 外科、内科、心血管外科
中場胃腸科内科 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺620-9 内科、胃腸科、呼吸器科、循環器科、麻酔科、放射線科
辻岡医院 649-6271 和歌山県和歌山市満屋88-1 内科
田村眼科 640-8341 和歌山県和歌山市黒田120　アソートクロダ３ 眼科

田中内科医院 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町7-28
内科、消化器科、循環器科、泌尿器科、神経内科、放射線
科

田中内科医院雑賀崎診療部 641-0062 和歌山県和歌山市雑賀崎1041 内科

土井整形クリニック 641-0007
和歌山県和歌山市小雑賀158　岡本クリニッ
クビル3F4F

整形外科、リウマチ科

土井内科胃腸科 640-8316 和歌山県和歌山市有家249-16 内科、胃腸科
土井脳神経外科クリニック 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷35-1 脳神経外科、神経内科、内科、理学診療科
嶋倉クリニック 641-0045 和歌山県和歌山市堀止西1丁目3-5 内科、放射線科
嶋本脳神経外科・内科 641-0036 和歌山県和歌山市西浜921-4 脳神経外科、内科、神経内科、リハビリ科
藤田眼科 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀710 眼科
道浦クリニック 640-8315 和歌山県和歌山市津秦113-5 内科、外科、放射線科
得津医院 640-8372 和歌山県和歌山市新大工町7 内科、循環器科、消化器科、外科

独立行政法人労働者健康安全機構　和歌山労災
病院

640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本93-1

内科、血液内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、
循環器内科、小児科、外科、呼吸器外科、乳腺外科、整形
外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳
鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、救急
科、病理診断科

日本赤十字社和歌山医療センター 640-8558 和歌山県和歌山市小松原通4丁目20

循環器内科、消化器内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、
消化器外科、乳腺外科、小児外科、眼科、耳鼻咽喉科、産
婦人科、小児科、泌尿器科、腎臓内科、皮膚科、整形外科、
歯科口腔外科、放射線治療科、放射線診断科、脳神経外
科、麻酔科、呼吸器内科、心臓血管外科、リハビリテーショ
ン科、脳神経内科、精神科、形成外科、呼吸器外科、心療内
科、リウマチ科、感染症内科、漢方内科、救急科、病理診断
料、緩和ケア内科、腫瘍内科

伏虎リハビリテーション病院 640-8151 和歌山県和歌山市屋形町1丁目11
内科、血液内科、循環器内科、整形外科、脳神経外科、皮
膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、リウマチ
科

平井診療所 640-8432 和歌山県和歌山市土入291-86 外科、内科、整形外科

米田医院 649-6314 和歌山県和歌山市島234-6
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リハ
ビリテーション科

米満内科 640-8341 和歌山県和歌山市黒田108-7 内科
堀止西クリニック 641-0045 和歌山県和歌山市堀止西1丁目1-12 泌尿器科、内科
本多内科クリニック 640-8235 和歌山県和歌山市東長町6-33 内科、消化器内科、アレルギー科
綿貫第二クリニック 649-6331 和歌山県和歌山市北野285 麻酔科、整形外科
木広町クリニック 640-8328 和歌山県和歌山市木広町5丁目1-12 内科、神経内科、リハビリテーション科
有田内科 640-8159 和歌山県和歌山市十一番丁51 内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、アレルギー科
楊消化器クリニック 640-8269 和歌山県和歌山市小松原通5丁目20 消化器科、内科、外科、循環器科、肛門科

林正泌尿器科クリニック 640-8269
和歌山県和歌山市小松原通四丁目30　小松
原丸岩ビル1階101号

泌尿器科、形成外科

鈴木眼科 640-8331
和歌山県和歌山市美園町3丁目34　けやき
ONE203

眼科

和歌山県立医科大学　サテライト診療所　本町 640-8033
和歌山県和歌山市本町2丁目1　フォルテワジ
マ5F

リハビリテーション科、内科（一般、糖尿病、循環器、老年、
漢方）、リウマチ科、皮膚科、美容皮膚科、心臓血管外科、
禁煙外来

和歌山県立医科大学附属病院 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

糖尿病・内分泌・代謝内科、消化器内科、呼吸器内科・腫瘍
内科、循環器内科、腎臓内科（人工透析）、血液内科、神経
精神科、脳神経内科、リウマチ・膠原病科、小児科、心臓血
管外科、呼吸器外科・乳腺外科、消化器・内分泌・小児外
科、脳神経外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、
産科・婦人科、眼科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、放射線科、
麻酔科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、救急科、病
理診断料

和歌山生協病院 640-8390 和歌山県和歌山市有本143-1

内科、外科、小児科、呼吸器内科、神経内科、消化器内科、
循環器内科、糖尿病内科、アレルギー科、リウマチ科、整形
外科、大腸・肛門外科、消化器外科、リハビリテーション科、
腎臓内科（人工透析）、放射線科、麻酔科、皮膚科
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和歌山生協病院附属診療所 640-8390 和歌山県和歌山市有本141-1

内科、外科、小児科、皮膚科、循環器内科、呼吸器内科、神
経内科、消化器内科、糖尿病内科、アレルギー科、リウマチ
科、整形外科、大腸・肛門外科、消化器外科、リハビリテー
ション科、腎臓内科（人工透析）、放射線科、麻酔科

和中内科・循環器科 641-0024 和歌山県和歌山市和歌浦西1-7-1 内科、循環器科
髙橋眼科クリニック 640-8472 和歌山県和歌山市大谷221-6 眼科
いくこレディースクリニック 642-0002 和歌山県海南市日方1501-7 産婦人科
一般財団法人NSメディカル・ヘルスケアサービス
海南診療所

642-0001 和歌山県海南市船尾260-100 内科、循環器科、消化器内科、歯科、歯科口腔外科

いぬい内科呼吸器内科クリニック 642-0032 和歌山県海南市名高539-18　岩橋ビル１F 内科、呼吸器内科
上野山眼科 642-0032 和歌山県海南市名高531-3　タムラビル3F 眼科
魚谷メンタルクリニック 642-0032 和歌山県海南市名高531-1 タムラビル4F 心療内科、神経科
おくクリニック 642-0032 和歌山県海南市名高243 消化器内科、内科、外科、肛門科
かわむら医院 649-0101 和歌山県海南市下津町下津785-2 内科、循環器内科、腎臓内科、小児科
木村医院 640-1175 和歌山県海南市沖野々260 内科、小児科
桐皮膚科医院 642-0002 和歌山県海南市日方1512-6 皮膚科
さいかクリニック 649-0123 和歌山県海南市下津町丁97-1 内科、小児科、胃腸内科、循環器内科、呼吸器内科
さいとうクリニック 642-0018 和歌山県海南市重根東1-7-8 耳鼻咽喉科、アレルギー科
しおたにクリニック 640-0441 和歌山県海南市七山350 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、放射線科
しんがきクリニック 642-0032 和歌山県海南市名高535-5 内科、消化器内科、肝臓内科
たきもと内科クリニック 642-0024 和歌山県海南市阪井1799-1 内科、胃腸科、消化器科、循環器科、アレルギー科、小児科
なかじま耳鼻咽喉科みのりクリニック 642-0001 和歌山県海南市船尾215-3 耳鼻咽喉科、アレルギー科
平尾内科 642-0001 和歌山県海南市船尾241-61 内科
ふじた眼科 640-1175 和歌山県海南市沖野々259 眼科

山西内科 642-0034 和歌山県海南市藤白166-9 内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、放射線科

山本医院 642-0015 和歌山県海南市且来632-1 内科、小児科、糖尿病内科、皮膚科、放射線科

医療法人　金川眼科 642-0032 和歌山県海南市名高76-16 眼科

医療法人　辻秀輝整形外科 642-0032 和歌山県海南市名高178-1 整形外科、リハビリテーション科、放射線科
医療法人くらはしクリニック 642-0011 和歌山県海南市黒江543 胃腸内科、消化器内科、内科

医療法人さくら会　さくらクリニック 642-0032 和歌山県海南市名高140-1
内科、精神科、神経内科、呼吸器科、小児科、循環器科、リ
ハビリテーション科、放射線科、心療内科、消化器科

医療法人愛光会　三木眼科医院 642-0001 和歌山県海南市船尾193-4 眼科
医療法人喜望会　笠松病院 642-0001 和歌山県海南市船尾196 内科、外科、整形外科、胃腸内科
医療法人久生会　山本クリニック 642-0032 和歌山県海南市名高506-4 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、放射線科

医療法人琴仁会　石本病院 642-0001 和歌山県海南市船尾365
内科、外科、整形外科、皮膚科、消化器科、循環器科、肛門
科、泌尿器科、放射線科、呼吸器科、人工透析科、リハビリ
テーション科

医療法人恵友会　下津クリニック 649-0141 和歌山県海南市下津町小南126-1
内科、呼吸器内科、消化器外科、循環器内科、外科、消化
器内科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線診断料、
麻酔科

医療法人恵友会　恵友病院 642-0001 和歌山県海南市船尾264-2
内科、外科、消化器外科、消化器内科、呼吸器内科、循環
器内科、麻酔科、脳神経外科、泌尿器科、放射線診断料、リ
ハビリテーション科、腎臓内科（人工透析）

医療法人晃和会　谷口病院 642-0002 和歌山県海南市日方327-11
内科、胃腸内科、血液内科、腎臓内科、人工透析内科、放
射線科、整形外科、リハビリテーション科、循環器内科、糖
尿病内科

海南医療センター 642-0002 和歌山県海南市日方1522-1
内科、外科、整形外科、小児科、婦人科、耳鼻咽喉科、泌尿
器科、眼科、皮膚科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション
科、臨床検査科、病理診断科

吉川内科循環器科 642-0028 和歌山県海南市幡川185-1 内科、循環器内科
橋本胃腸科 642-0002 和歌山県海南市日方431 胃腸科、内科、外科、放射線科、肛門科
細部医院 649-0133 和歌山県海南市下津町下279 内科、小児科

西本内科外科医院 649-0122 和歌山県海南市下津町黒田84
内科、消化器科、循環器科、外科、皮膚科、整形外科、泌尿
器科、小児科

竹中整形外科・内科 642-0023 和歌山県海南市重根11-1 整形外科、内科、脳神経内科、リハビリテーション科
中井内科医院 642-0011 和歌山県海南市黒江1-284 内科

辻整形外科 642-0031 和歌山県海南市築地1-50
整形外科、脳神経外科、形成外科、放射線科、リハビリテー
ション科

いこまレディースクリニック 648-0072 和歌山県橋本市東家1-2-25　サンライズビル 産婦人科、心療内科、内科

伊藤クリニック 649-7202 和歌山県橋本市高野口町伏原1011
内科、循環器内科、呼吸器内科、外科、消化器外科、消化器内科、糖尿
病内科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーショ
ン科、放射線科

医療法人心月会　つきやま眼科クリニック 648-0094 和歌山県橋本市古佐田一丁目5-5 眼科

いわくらクリニック 648-0094
和歌山県橋本市三石台1-3-11　フォレストB
棟1階102号

内科、消化器内科、肛門外科

おおはぎ内科 648-0094 和歌山県橋本市三石台3丁目23-6 内科、胃腸科、呼吸器科、小児科、リハビリテーション科
おおはぎ眼科 648-0094 和歌山県橋本市三石台3-23-7 眼科
さくら苑診療所 649-7207 和歌山県橋本市高野口町大野1844-133 内科、神経科
しらさぎ台クリニック　山内耳鼻咽喉科 640-0053 和歌山県橋本市しらさぎ台12-13 耳鼻咽喉科、アレルギー科
たきわき皮フ科クリニック 649-7202 和歌山県橋本市高野口町伏原188-1 皮膚科

谷内クリニック 648-0072 和歌山県橋本市東家4丁目2-4
内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー
科、小児科、リハビリテーション科

藤堂診療所 648-0054 和歌山県橋本市城山台2-12-6 内科、外科、小児科

なかいクリニック 648-0086 和歌山県橋本市神野々382 精神科、心療内科、内科、神経科

水口内科クリニック 649-7201 和歌山県橋本市高野口町応其36 内科、呼吸器科、循環器科
みなみ胃腸肛門科・外科 648-0053 和歌山県橋本市しらさぎ台2-12 胃腸科、肛門科、外科、内科、皮膚科、放射線科
めがね先生の上田こどもクリニック 648-0052 和歌山県橋本市紀見字椿原591-6 小児科
医療法人岡田整形外科 648-0073 和歌山県橋本市市脇1丁目45-2 整形外科、放射線科、リハビリテーション科



保険医療機関　名称 〒 保険医療機関　所在地 標榜している診療科目

医療法人河原整形外科 649-7203 和歌山県橋本市高野口町名古曽283-1 整形外科

医療法人晃和会　紀北クリニック 648-0073 和歌山県橋本市市脇3丁目6-9 人工透析内科、腎臓内科

医療法人森下会　森下クリニック 649-7206 和歌山県橋本市高野口町向島42-13
内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、放射線科、リ
ハビリテーション科

医療法人曽和医院 648-0096 和歌山県橋本市御幸辻218-3
内科、小児科、胃腸内科、循環器内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

医療法人南労会　みどりクリニック 648-0085 和歌山県橋本市岸上22-1 内科

医療法人南労会　紀和クリニック 648-0085 和歌山県橋本市岸上23-1
内科、外科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、整形
外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、神経内科、乳腺外
科、腎臓内科、肛門外科、疼痛緩和内科、形成外科

医療法人南労会　紀和病院 648-0085 和歌山県橋本市岸上18-1

内科、消化器内科,呼吸器内科、循環器内科、代謝内科、神
経内科、内視鏡内科、人工透析内科､疼痛緩和内科、外科、
脳神経外科、乳腺外科、整形外科、消化器外科、皮膚科、
泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、精神
科

医療法人涼悠会　トメモリ眼科・形成外科 648-0073 和歌山県橋本市市脇5-4-23 眼科

奥野クリニック 648-0096 和歌山県橋本市御幸辻148-1
脳神経外科、外科、内科、神経内科、放射線科、整形外科、
リハビリテーション科

横田整形外科 648-0054 和歌山県橋本市城山台2-45-14 整形外科
岡本クリニック 648-0041 和歌山県橋本市清水512-7 麻酔科、内科

橋本市民病院 648-0005 和歌山県橋本市小峰台2-8-1

消化器内科、内科、代謝内科、呼吸器内科、外科、循環器
内科、整形外科、小児科、脳神経外科、心臓血管外科、乳
腺外科、呼吸器外科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽
喉科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断料、リハビリテー
ション科、放射線科、救急科、皮膚科、腫瘍内科、血液内
科、リウマチ・膠原病科

栗山クリニック 649-7204 和歌山県橋本市高野口町小田653-2 外科、内科、胃腸科、脳神経外科、整形外科
虎谷内科小児科医院 649-7206 和歌山県橋本市高野口町向島177 内科

社会医療法人博寿会　山本病院 648-0072 和歌山県橋本市東家6丁目7-26
内科、腫瘍内科、整形外科、脳神経外科、眼科、リハビリ
テーション科、放射線科、歯科、小児歯科、矯正歯科、呼吸
器科、消化器科、循環器科

小西内科医院 648-0012 和歌山県橋本市隅田町芋生37-4 内科

植阪クリニック 649-7202 和歌山県橋本市高野口町伏原144-2 消化器内科、外科

森本胃腸肛門科 648-0072
和歌山県橋本市東家1丁目2-25　サンライズ
ビル2F

胃腸科、肛門科、外科、内科、放射線科

辻本クリニック 649-7207 和歌山県橋本市高野口町大野235-1
循環器内科、内科、消化器内科、小児科、脳神経外科、整
形外科

南クリニック胃腸・肛門科 648-0073 和歌山県橋本市市脇4丁目7-6 内科、外科、胃腸科、肛門外科、皮膚科、リハビリテーション
梅本診療所 648-0015 和歌山県橋本市隅田町河瀬352 外科、整形外科、内科、消化器科

訪問クリニック中塚 648-0073
和歌山県橋本市市脇1丁目2-1　サンツモリビ
ル４F西

内科、外科

あまの内科クリニック 649-0316 和歌山県有田市宮崎町120-1 内科、消化器科、放射線科
生馬医院 649-0434 和歌山県有田市宮原町新町40 内科、胃腸科、小児科
おおち眼科 649-0316 和歌山県有田市宮崎町27-1 眼科、形成外科
皮フ科・アレルギー科　吉益クリニック 649-0422 和歌山県有田市糸我町西559-1 皮膚科、アレルギー科

桜ヶ丘病院 649-0304 和歌山県有田市箕島904

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、脂質
代謝内科、腎臓内科（人工透析）、脳神経内科、脳神経外
科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、リハビリテーション
科、放射線科

なかもと整形外科 649-0317 和歌山県有田市古江見180-1-1 整形外科、リハビリテーション科
山下眼科クリニック 649-0303 和歌山県有田市新堂46-3 眼科
医療法人共立ハートクリニック 649-0316 和歌山県有田市宮崎町87-1 循環器科、内科
垣本内科医院 649-0435 和歌山県有田市宮原町滝川原512-3 内科、胃腸科、内視鏡科、循環器科
宮井クリニック 649-0433 和歌山県有田市宮原町須谷533-1 泌尿器科、外科
栗原整形外科 649-0307 和歌山県有田市初島町里1702 整形外科、リハビリテーション科
江川内科 649-0311 和歌山県有田市辻堂493 内科
山根内科 649-0305 和歌山県有田市港町231-23 内科
石井内科 649-0316 和歌山県有田市宮崎町19-3 内科、胃腸科、放射線科
川嶋内科 649-0304 和歌山県有田市箕島882-1 内科、胃腸科、放射線科
中村内科医院 649-0304 和歌山県有田市箕島653-5 内科、小児科、放射線科
土屋クリニック 649-0433 和歌山県有田市宮原町須谷536-1 内科

楠本内科医院 649-0304 和歌山県有田市箕島930-5 内科、小児科

有田市立病院 649-0316 和歌山県有田市宮崎町6
内科、循環器科、外科、産婦人科、小児科、眼科、脳神経外
科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、耳鼻咽喉科、麻酔科

萬谷医院 649-0316 和歌山県有田市宮崎町237 内科、皮膚科、小児科

T-ｃｕｂｅ　メディカルクリニック 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部646-11
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、
糖尿病内科、腎臓内科、心療内科、アレルギー科、小児科、
リハビリテーション科、放射線科、皮膚科

池田内科クリニック 644-0002 和歌山県御坊市薗３８１－６
内科、小児科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、心
療内科、リハビリテーション科、皮膚科

井本内科 644-0003 和歌山県御坊市島232-8 内科、消化器内科、呼吸器内科
医療法人裕紫会　中紀クリニック 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田３２４−１ 内科、整形外科、リウマチ科

紀伊クリニック 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原615-1
内科、外科、消化器科（内視鏡）、腎臓内科、循環器科（透
析）、耳鼻咽喉科、放射線科

塩路内科・胃腸科 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田天神621 内科、小児科、放射線科
しめざき眼科クリニック 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原531-2 眼科
ながおクリニック 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原531-1 内科、糖尿病内科、外科
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ひだか病院 644-8655 和歌山県御坊市薗116-2

内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚
科、泌尿器科、放射線科、精神科、整形外科、脳神経外科、
麻酔科、循環器内科、歯科口腔外科、形成外科、リハビリ
テーション科、救急科

もりばた医院 644-0025 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋1087
消化器内科、胃腸内科（内視鏡）、内科、漢方内科、麻酔
科、小児科、放射線科、リハビリテーション科、ペインクリニッ
ク内科

矢田耳鼻咽喉科 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部244-5 耳鼻咽喉科
山羽胃腸科内科 644-0002 和歌山県御坊市薗652-2 胃腸内科、内視鏡内科、内科、糖尿病内科、老年内科

医療法人すこやか会　おおたにクリニック 644-0023 和歌山県御坊市名田町野島1-7
小児科、内科、神経内科、精神科、心療内科、リハビリテー
ション科

医療法人髙辻内科胃腸科 644-0002 和歌山県御坊市薗489-5 内科、胃腸内科、小児科、放射線科、リハビリテーション科
小池内科 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部516-3 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科
松下内科 644-0003 和歌山県御坊市島114-6 内科
整形外科北裏病院 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原454 整形外科、リハビリテーション科、麻酔科、内科
西本医院 644-0003 和歌山県御坊市島174-13 内科、消化器内科、小児科
中島医院 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原380-11 内科、小児科、消化器内科、心療内科、神経内科、放射線
天津眼科医院 644-0002 和歌山県御坊市薗61-3 眼科
博愛診療所 644-0023 和歌山県御坊市名田町野島1-9 内科、小児科、整形外科、歯科、歯科・口腔外科

北出病院 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部728-4

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内
科、腎臓内科、泌尿器科、外科、消化器外科、乳腺外科、肛
門外科、整形外科、小児アレルギー科、血管外科、麻酔科、
歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、胸部外科、呼
吸器外科

赤ちゃんとこどものクリニックＢｅ 646-0015 和歌山県田辺市たきない町32-6 小児科
あきづクリニック 646-0005 和歌山県田辺市秋津町189-16 内科、脳神経内科、リハビリテーション科
医療法人　うえだ内科外科クリニック 646-0014 和歌山県田辺市新万28-27 内科、外科、胃腸内科、整形外科
医療法人洗心会　玉置病院介護医療院 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷2-5-1 介護医療院

医療法人研医会田辺中央病院 646-0042 和歌山県田辺市南新町147
内科、外科、整形外科、皮膚科、消化器外科、肛門外科、脳
神経外科、リハビリテーション科

榎本整形外科 646-0029 和歌山県田辺市東陽17-15 整形外科、外科、リウマチ科
えのもと内科クリニック 646-0015 和歌山県田辺市たきない町2-1 内科、呼吸器内科、消化器内科、アレルギー科
おかもと内科クリニック 646-0038 和歌山県田辺市末広町9-8 内科、糖尿病内科、消化器病内科、放射線科
柏井内科クリニック 646-0038 和歌山県田辺市末広町６－２０ 内科
神島クリニック 646-0015 和歌山県田辺市たきない町6番11号 内科
串医院 646-0035 和歌山県田辺市中屋敷町68-1 内科、循環器科
外科内科辻医院 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷3-11-14 外科、内科
坂田整形外科 646-0061 和歌山県田辺市上の山1-13-22 整形外科、リハビリテーション科、内科
さとう眼科本宮分院 647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮921-2　うらら館 眼科
線崎泌尿器科医院 646-0023 和歌山県田辺市文里1丁目20-25 泌尿器科
たかの耳鼻咽喉科・アレルギー科 646-0015 和歌山県田辺市たきない町20-10 耳鼻咽喉科、アレルギー科
たなべクリニック 646-0061 和歌山県田辺市上の山1丁目14-38 腎臓内科、内科
土井皮フ科 646-0003 和歌山県田辺市中万呂３２－１ 皮膚科
中西内科胃腸科医院 646-0032 和歌山県田辺市下屋敷町14-2 内科、胃腸科、循環器科、アレルギー科、リハビリテーション
なす医院 646-0028 和歌山県田辺市高雄3丁目13-1 内科、呼吸器科
納田整形外科 646-0021 和歌山県田辺市あけぼの46-14 整形外科
ほんぐうクリニック 647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮147-3 内科、循環器科、小児科

まちだ内科クリニック 646-0216 和歌山県田辺市下三栖1257-4
糖尿病・代謝内科、消化器内科、循環器内科、アレルギー
科、呼吸器内科

まろクリニック 646-0004 和歌山県田辺市下万呂393-5 腎臓内科、脳神経外科
よしい眼科 646-0061 和歌山県田辺市上の山1丁目14-34 眼科

医療法人　大嶋内科医院 645-0301 和歌山県田辺市龍神村福井1247 内科、外科
医療法人伸阿会　長嶋雄一クリニック 646-0216 和歌山県田辺市下三栖岩屋谷1483-15 消化器内科、内科
医療法人杉本胃腸科外科 646-0003 和歌山県田辺市中万呂62-6 胃腸科、外科、内科、肛門科、リハビリテーション科、放射線
医療法人洗心会　玉置病院 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷2丁目5-1 内科、外科、整形外科、消化器科、脳神経外科
医療法人池畑医院 646-0031 和歌山県田辺市湊47-38 皮膚科

紀南病院 646-8588 和歌山県田辺市新庄町46-70

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形
外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外
科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハ
ビリテーション科、放射線科、麻酔科、脳神経内科、形成外
科、病理診断料、歯科口腔外科

栗山医院 647-1703 和歌山県田辺市本宮町請川55-18 内科、呼吸器内科
公益財団法人白浜医療福祉財団　鮎川診療所 646-1101 和歌山県田辺市鮎川583-3 内科、整形外科、泌尿器科
坂口耳鼻咽喉科医院 646-0021 和歌山県田辺市あけぼの46-12 耳鼻咽喉科、アレルギー科
山西内科胃腸科眼科医院 646-0031 和歌山県田辺市湊1-7 内科、消化器科、眼科
山本眼科 646-0028 和歌山県田辺市高雄1-12-25 眼科
真寿苑クリニック 646-0012 和歌山県田辺市神島台4-1 内科、循環器内科
水本内科クリニック 646-0004 和歌山県田辺市下万呂67-1 内科
滝浪眼科医院 646-0032 和歌山県田辺市下屋敷町13 眼科
竹村医院 646-0022 和歌山県田辺市東山1丁目3-8 内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科
辻内科医院 646-0003 和歌山県田辺市中万呂133-11 内科、リウマチ・膠原病科
田辺市大塔三川診療所 646-1338 和歌山県田辺市合川678-3 内科、外科、小児科
田辺市大塔富里診療所 646-1213 和歌山県田辺市下川下930 内科、外科、小児科
田辺市本宮さくら診療所 647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮921-2 内科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療セン
ター

646-8558 和歌山県田辺市たきない町27-1

内科、腫瘍内科、精神科、呼吸器科、消化器科、循環器科、
小児科、外科、救急科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外
科、胸部・心臓血管外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産
婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯
科口腔外科、耳鼻咽喉科、病理診断科、形成外科

南紀新庄クリニック 646-0011 和歌山県田辺市新庄町2173-1
内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科、
放射線科、リハビリテーション科

医療法人　井畑医院 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎2-3-21 内科、小児科、胃腸科
医療法人　笹屋内科外科 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘3-1-1 内科、外科
医療法人　玉置整形外科医院 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘2丁目3-11 整形外科
医療法人淳風会熊野路クリニック 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘2丁目1-20 糖尿病代謝内科、神経内科、人工透析内科



保険医療機関　名称 〒 保険医療機関　所在地 標榜している診療科目

かじの内科クリニック 647-0081 和歌山県新宮市新宮字広角2621 内科、消化器内科、呼吸器内科
くさち耳鼻咽喉科医院 647-0045 和歌山県新宮市井の沢3-5 耳鼻咽喉科
くろしお耳鼻咽喉科 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎1956-10 耳鼻咽喉科
さとう眼科 647-0045 和歌山県新宮市井の沢12-6 眼科
新宮市国民健康保険直営熊野川診療所 647-1211 和歌山県新宮市熊野川町日足322 内科、外科、小児科、放射線科
新宮市国民健康保険直営熊野川診療所附属小口
診療所

647-1201 和歌山県新宮市熊野川町上長井435 内科、外科、小児科

新宮市国民健康保険直営熊野川診療所附属玉置
口診療所

647-1231 和歌山県新宮市熊野川町上玉置口150 内科、外科、小児科

新谷クリニック 647-0052 和歌山県新宮市橋本2丁目5-54 泌尿器科、外科
すずきこどもクリニック 647-0042 和歌山県新宮市下田2-3-2 小児科、アレルギー科

谷地内科医院 647-0081
和歌山県新宮市新宮字馬町554-1　大橋通り
Tﾋﾞﾙ１F

内科、消化器科、呼吸器科、循環器科

橋本クリニック 647-0016 和歌山県新宮市谷王子町2-4 内科、外科
浜野皮膚泌尿器科 647-0045 和歌山県新宮市井の沢1-28 泌尿器科、皮膚科、性病科、放射線科、麻酔科
ましょうクリニック 647-0071 和歌山県新宮市佐野1085-14 人工透析内科、腎臓内科、循環器内科
湊口内科クリニック 647-0042 和歌山県新宮市下田1-1-13 内科、循環器内科
みね内科クリニック 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘2-2-55 内科、消化器内科
矢島医院 647-0007 和歌山県新宮市別当屋敷町6-8 産婦人科
医療法人米良医院 647-0021 和歌山県新宮市池田3-2-1 内科
一般財団法人　新宮病院 647-0018 和歌山県新宮市仲之町2丁目1-15 内科、リハビリ科
山口整形外科 647-0072 和歌山県新宮市蜂伏3-27 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

新宮市立医療センター 647-0072 和歌山県新宮市蜂伏18-7

内科、腎臓内科、循環器内科、外科、脳神経内科、脳神経
外科、泌尿器科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、
小児科、産婦人科、皮膚科、眼科、歯科口腔外科、耳鼻咽
喉科、形成外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科

真砂小児科 647-0010 和歌山県新宮市丹鶴２－４－１３ 小児科
湊口医院 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎2-13-51 内科、小児科
木下外科 647-0052 和歌山県新宮市橋本1丁目3-5 内科、外科、胃腸科、肛門科
いちごクリニック 649-6417 和歌山県紀の川市西大井210-1 小児科、内科、アレルギー科
医療法人　西浦内科クリニック 649-6417 和歌山県紀の川市西大井117-6 内科、消化器科、呼吸器科、リハビリテーション科
うえおく皮ふ科 640-0415 和歌山県紀の川市貴志川町長原435-1 皮膚科、形成外科
かつらぎ循環器内科 649-6531 和歌山県紀の川市粉河12-11 循環器内科、内科
きむら皮膚科 649-6422 和歌山県紀の川市花野４９６－７ 皮膚科・アレルギー科
こかわリハビリクリニック 649-6531 和歌山県紀の川市粉河451-9 整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科
こんにちはクリニック 649-6122 和歌山県紀の川市桃山町元785-1 内科
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 耳鼻咽喉科
坂中内科 649-6422 和歌山県紀の川市花野91-4 内科、小児科、消化器科、循環器科
耳鼻咽喉科ゆうクリニック 649-6425 和歌山県紀の川市中井阪205-3 耳鼻咽喉科
髙陽園診療所 649-6405 和歌山県紀の川市東大井11-3 内科
竹内医院 640-0413 和歌山県紀の川市貴志川町神戸1005-5 内科、小児科、外科

たね耳鼻咽喉科 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山180-2 耳鼻咽喉科

たま整形外科 640-0424 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口974-4 整形外科、放射線科、リハビリテーション科
どばしクリニック 649-6402 和歌山県紀の川市北勢田228-1 胃腸内科、呼吸器内科、外科
はしづめ眼科 649-6531 和歌山県紀の川市粉河2148-1 眼科
前尾クリニック 649-6124 和歌山県紀の川市桃山町市場341-1 内科
まつもと内科 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山244 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科
医療法人　泉谷眼科 649-6416 和歌山県紀の川市上野14-1 眼科

医療法人稲穂会　稲穂会病院 649-6531 和歌山県紀の川市粉河756-3
外科、内科、整形外科、脳神経外科、胃腸科、リハビリテー
ション科、小児科

医療法人英正会　長雄整形外科 649-6426 和歌山県紀の川市下井阪八王子447-1 整形外科、リハビリテーション科

医療法人共栄会　名手病院 649-6331 和歌山県紀の川市名手市場294-1

内科（胃腸・消化器・肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・循環器・呼吸
器・糖尿病・代謝・脂質代謝・内分泌・老年・アレルギー疾患・
感染症）、内視鏡内科、人工透析内科、整形外科、リハビリ
テーション科、眼科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、放射
線診断科

医療法人紫英会　循環器内科するたクリニック 649-6416 和歌山県紀の川市上野78-1 内科、循環器科
医療法人瑞仁会　浅江胃腸科 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山277-214 胃腸科、内科、外科、放射線科
医療法人大進会　阪口クリニック 649-6631 和歌山県紀の川市名手市場63 内科、麻酔・ペイン、小児科
井畑内科医院 640-0415 和歌山県紀の川市貴志川町長原436-1 内科、胃腸科、循環器科

岡整形外科 649-6124 和歌山県紀の川市桃山町市場383-1
整形外科、内科、リハビリテーション科、リウマチ科、放射線
科

紀の川市国民健康保険直営　鞆渕診療所 649-6573 和歌山県紀の川市中鞆渕911 内科

貴志川リハビリテーション病院 640-0401 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1423-3
整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、外科、内科、
麻酔科、放射線科、救急科、循環器内科

久保外科 640-0413 和歌山県紀の川市貴志川町神戸212-2 外科、整形外科、脳神経外科、内科

公立那賀病院 649-6414 和歌山県紀の川市打田1282

内科、外科、小児科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉
科、皮膚科、脳神経外科、放射線科、呼吸器外科、リハビリ
テーション科、泌尿器科、麻酔科、リウマチ科、呼吸器内科、
循環器内科、乳腺外科、脳神経内科、精神科、臨床腫瘍
科、腎臓内科、救急科、胸部外科、病理診断科、臨床検査
科、血液内科

佐藤クリニック 649-6623 和歌山県紀の川市藤崎363-2 内科、消化器科、循環器科
坂口内科 640-0424 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口577-1 内科、外科、整形外科、緩和ケア、訪問診療、皮膚科、泌尿
上田内科クリニック 649-6428 和歌山県紀の川市東国分431-1 内科、呼吸器内科、循環器内科
正木クリニック 649-6414 和歌山県紀の川市打田1415-4 胃腸内科、内科、外科、肛門外科
西岡内科胃腸科 649-6111 和歌山県紀の川市桃山町最上84-5 内科、胃腸科、呼吸器科、循環器科、小児科、放射線科
西田整形外科 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山30-1 整形外科

中田内科・胃腸科 649-6511 和歌山県紀の川市猪垣55-3
内科、胃腸科、消化器科、循環器科、呼吸器科、リハビリ
テーション科

馬渕医院 649-6531 和歌山県紀の川市粉河2213 産婦人科、内科
北山眼科クリニック 640-0401 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖649-1 眼科

林内科 649-6503 和歌山県紀の川市長田中394-3
内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、小児科、放
射線科

澤田泌尿器科・内科クリニック 649-6604 和歌山県紀の川市西野山480-5 泌尿器科、内科

髙木内科 649-6531 和歌山県紀の川市粉河418-2
内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、アレルギー科、心療
内科、小児科

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 耳鼻咽喉科
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医療法人明紀会　宇野内科 649-6235 和歌山県岩出市西野186-10 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、放射線科
岩出こころの診療所 649-6233 和歌山県岩出市大町160-10 心療内科、精神科、老年精神科
おおたに眼科 649-6215 和歌山県岩出市中迫264-1 眼科
おおみや診療所 649-6226 和歌山県岩出市宮50-1 内科、外科、小児科
おく耳鼻咽喉科 649-6205 和歌山県岩出市森277-1 耳鼻咽喉科、アレルギー科
かきはら胃腸科内科 649-6204 和歌山県岩出市今中105-2 消化器内科、胃腸内科、内科、心療内科、外科、肛門外科

かわしま医院 649-6223
和歌山県岩出市高塚188-1 スーパーエバグ
リーンプラス岩出高塚店 2F

糖尿病内科、消化器内科、内科

きしもと耳鼻咽喉科 649-6215 和歌山県岩出市中迫281-6 耳鼻咽喉科、アレルギー科
こうぐち内科クリニック 649-6248 和歌山県岩出市湯窪51 内科、消化器内科
こだま小児科 649-6219 和歌山県岩出市北大池124-5 小児科、アレルギー科
しまだ内科クリニック 649-6227 和歌山県岩出市清水470 内科、アレルギー科、リウマチ科

富田病院 649-6253 和歌山県岩出市紀泉台2
内科、消化器内科、内視鏡内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿
病内科、代謝・内分泌内科、神経内科、リハビリテーション科、放射
線科

ナカイマ整形外科クリニック 649-6256 和歌山県岩出市金池389-1 整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、内科、泌尿器科

なかふさ診療所 649-6215 和歌山県岩出市中迫553-1
脳神経外科、脳神経内科、外科、放射線科、リハビリテー
ション科

はた乳腺クリニック 649-6231 和歌山県岩出市川尻230番地の1 乳腺外科、外科、内科

原眼科クリニック 649-6216 和歌山県岩出市野上野83-8 眼科
ひらまつクリニック 649-6223 和歌山県岩出市高塚53-4 内科、呼吸器科、アレルギー科
ふじはら整形外科クリニック 649-6204 和歌山県岩出市今中151-3 整形外科

ふるさと内科クリニック 649-6255 和歌山県岩出市西安上62-1
内科、循環器内科、糖尿病内科、老年内科、呼吸器科内
科、アレルギー科、心療内科、小児科

ますだクリニック 649-6257 和歌山県岩出市相谷482-3 泌尿器科、内科、腎臓内科

みたに整形外科 649-6216 和歌山県岩出市野上野431-2
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、皮膚科、アレ
ルギー科、内科、外科

レディースクリニック和 649-6248 和歌山県岩出市中黒1-3 婦人科、産婦人科
胃腸肛門科家田医院 649-6248 和歌山県岩出市中黒507-1 外科、消化器内科
医療法人光明会　はしもと整形外科 649-6231 和歌山県岩出市川尻53-1 整形外科、リハビリ科、リウマチ科
医療法人豊田内科 649-6202 和歌山県岩出市根来913-2 内科、小児科
医療法人友夏会　よしだクリニック 649-6246 和歌山県岩出市吉田413-1 脳神経外科、内科
医療法人涼悠会　トメモリ眼科・形成外科
いわで宮本クリニック

649-6248 和歌山県岩出市中黒1番地の3 眼科、形成外科、美容外科

医療法人彌栄会　やよいメディカルクリニック 649-6215 和歌山県岩出市中迫139
整形外科、外科、リハビリテーション科、放射線科、内科、糖
尿病内科、内分泌・代謝内科、消化器内科

医療法人甃友会　安川診療所 649-6213 和歌山県岩出市西国分688-1 泌尿器科、内科

紀の川クリニック 649-6213 和歌山県岩出市西国分501
内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、
人工透析内科、リハビリテーション科

社会福祉法人和歌山つくし会　つくし医療・福祉セ
ンター

649-6215 和歌山県岩出市中迫665 内科、小児科、リハビリテーション科、児童精神科

上岩出内科・消化器内科 649-6216 和歌山県岩出市野上野66-1 内科、消化器内科（内視鏡）、肝臓内科

殿田胃腸肛門病院 649-6226 和歌山県岩出市宮117-7
消化器外科、消化器内科、肛門外科、内視鏡内科、外科、
内科、放射線科、リハビリテーション科

林循環器内科クリニック 649-6227 和歌山県岩出市清水438
内科、心臓内科、呼吸器内科、消化器内科,糖尿病内科、ア
レルギー科

岩橋医院きみのファミリークリニック 640-1121 和歌山県海草郡紀美野町下佐々268 内科、小児科、婦人科

にしもと内科クリニック 640-1103 和歌山県海草郡紀美野町吉野46-2
内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、小児科、アレルギー
科

国保野上厚生総合病院 640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑198

内科、外科、整形外科、精神科、神経内科、産婦人科、耳鼻
咽喉科、眼科、泌尿器科、リハビリテーション科、脳神経外
科、小児科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、消化
器外科、肛門外科

谷田クリニック 640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑668-1
内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科、小児
科

上田内科 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東171 内科
たかの耳鼻咽喉科 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東225-5 耳鼻咽喉科
医療法人九曜會　前田医院 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東727 内科、小児科
上田消化器・内科クリニック 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東171 消化器内科
馬場眼科 649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野1008-1 眼科
米田小児科医院 649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺437-13 小児科、アレルギー科
木秀クリニック 649-7121 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2530-11 脳神経外科、内科、整形外科、神経内科

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺219
内科、循環器内科、脳神経内科、外科、脳神経外科、整形
外科、小児科、眼科、麻酔科、リハビリテーション科、皮膚
科、リウマチ・膠原病科

医療法人郷の会　紀の郷病院 648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山113-6 精神科

横手クリニック 648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山800
外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、内科、
循環器内科、消化器内科、呼吸器内科

保脇整形外科医院 648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山567-1 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科
高野町立高野山総合診療所 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山631 内科、外科、眼科、小児科
富貴診療所 648-0401 和歌山県伊都郡高野町西富貴46 内科
ごとうクリニック 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅3163 外科
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吉村内科医院 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅690
内科、小児科、呼吸器科、循環器科、リハビリテーション科、
胃腸科、放射線科

橋本胃腸肛門外科 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1749-3 内科、外科、胃腸外科、肛門外科、放射線科、乳腺外科

済生会有田病院 643-0007 和歌山県有田郡湯浅町吉川52-6
内科、外科、消化器科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、リハ
ビリテーション科、循環器科、皮膚科、放射線科、脳神経外
科、泌尿器科

児島医院 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅686 内科、消化器内科、小児科
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 耳鼻咽喉科、アレルギー科
芝﨑眼科 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1633-1 眼科

平山内科皮膚泌尿科 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅459
内科、消化器内科、皮膚科、泌尿器科、糖尿病内科、アレル
ギー科

森下整形外科 643-0065 和歌山県有田郡広川町東中64-1 整形外科、リハビリテーション科
あや内科消化器クリニック 643-0025 和歌山県有田郡有田川町土生51-1 内科、消化器内科
大林クリニック 643-0032 和歌山県有田郡有田川町天満568-2 内科・呼吸器内科
笠松医院 643-0366 和歌山県有田郡有田川町粟生547 内科
かなやクリニック 643-0152 和歌山県有田郡有田川町金屋90-1 胃腸内科、内科、外科、肛門外科
なかむら内科クリニック 643-0521 和歌山県有田郡有田川町清水379-2 内科、小児科
なかむら内科クリニック　城山出張所 643-0542 和歌山県有田郡有田川町二川369-3 内科、小児科
宮本クリニック 643-0801 和歌山県有田郡有田川町徳田97-6 脳神経外科、外科、内科、放射線科、リハビリテーション科
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 内科、消化器内科、呼吸器内科、放射線科
和歌山県立こころの医療センター 643-0811 和歌山県有田郡有田川町庄31 精神科、内科

医療法人たちばな会　西岡病院 643-0034 和歌山県有田郡有田川町小島278-1

内科、外科、消化器外科、大腸外科、整形外科、脳神経外
科、形成外科、ペインクリニック外科、麻酔科、皮膚科、リウ
マチ科、アレルギー科、放射線科、リハビリテーション科、こ
う門科

医療法人亀寿会　亀井クリニック 643-0023 和歌山県有田郡有田川町熊井439-1
脳神経外科、外科、整形外科、内科、皮膚科、アレルギー
科、リハビリテーション科

医療法人優心　森田内科クリニック 643-0811 和歌山県有田郡有田川町庄621-1 内科、胃腸科、放射線科、理学療法科
外江眼科クリニック 643-0021 和歌山県有田郡有田川町下津野1037-7 眼科
松谷医院 643-0601 和歌山県有田郡有田川町押手672 内科、循環器内科
松谷医院　板尾出張所 643-0603 和歌山県有田郡有田川町板尾131 内科、循環器内科
坊岡医院 643-0801 和歌山県有田郡有田川町徳田406-1 内科、循環器内科

有田南病院 643-0034 和歌山県有田郡有田川町小島15
内科、皮膚科、泌尿器科、眼科、放射線科、消化器内科、リ
ハビリテーション科、リウマチ科、腎臓内科、人工透析内科

龍神医院 644-0043 和歌山県日高郡美浜町吉原264 内科
玉置循環器科 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-198 循環器内科、内科

森本医院 644-0041 和歌山県日高郡美浜町田井313-1
内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病・代謝内科、小児
科、心療内科

大原内科 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-104 内科、循環器内科、糖尿病内科、小児科

独立行政法人国立病院機構和歌山病院 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138
内科、脳神経内科、呼吸器内科、循環器内科、小児科、外
科、呼吸器外科、心臓血管外科、リハビリテーション科、放
射線科、歯科、皮膚科

楠山整形外科 649-1211 和歌山県日高郡日高町荊木８ 整形外科、リハビリテーション科
古田医院 649-1211 和歌山県日高郡日高町荊木560 内科、小児科、循環器科
竹内医院 649-1111 和歌山県日高郡由良町里274-1 内科、小児科

医療法人小溝クリニック 649-1527 和歌山県日高郡印南町島田1163-11
外科、内科、小児科、麻酔科、胃腸科、肛門科、放射線科、
皮膚科、リハビリテーション科

笹野クリニック 649-1522 和歌山県日高郡印南町古井521
内科、整形外科、皮膚科、麻酔科、アレルギー科、漢方内
科、心療内科

医療法人　浜口医院 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝669 内科、外科、整形外科
医療法人ひがし内科クリニック 645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄589-1 内科、循環器科、放射線科
本多内科 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝503 内科、小児科
森上医院 645-0006 和歌山県日高郡みなべ町北道182 小児科、内科
とめきクリニック 649-1323 和歌山県日高郡日高川町小熊2475-1 内科、消化器内科
日高川町国民健康保険川上診療所 644-1201 和歌山県日高郡日高川町川原河264 内科、小児科、外科
医療法人　村上クリニック 644-1122 和歌山県日高郡日高川町高津尾38 内科、消化器内科、外科、小児科、放射線科
谷本内科小児科 649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160-4 内科、小児科、胃腸科
島整形外科 649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160-4 整形外科、リハビリテーション科
日高川町国民健康保険寒川診療所 644-1221 和歌山県日高郡日高川町寒川293-2 内科、小児科
日高川町国民健康保険寒川診療所　上初湯川出 644-1214 和歌山県日高郡日高川町上初湯川83 内科、小児科
日高川町国民健康保険寒川診療所　猪谷出張所 644-1231 和歌山県日高郡日高川町初湯川1587 内科、小児科
医療法人健仁会　三谷医院 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1396-5 内科、外科、胃腸科
森山医院 649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄689-1 内科
医療法人宝山会　白浜小南病院 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3220-9 内科、放射線科、リハビリテーション科
公益財団法人白浜医療福祉財団　西富田クリニッ 649-2334 和歌山県西牟婁郡白浜町才野1 内科、消化器内科、整形外科

公益財団法人白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病
院

649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1447

内科、外科、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉
科、リウマチ科、リハビリテーション科、呼吸器科、循環器
科、消化器科、脳神経内科、婦人科、泌尿器科、心療内科、
麻酔科、脳神経外科、アレルギー科、乳腺外科

船附診療所 649-2325 和歌山県西牟婁郡白浜町富田1360-20 内科、外科、リハビリテーション科
白浜さかた診療所 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3715-48 内科、泌尿器科
白浜町国民健康保険直営　日置診療所 649-2511 和歌山県西牟婁郡白浜町日置206-1 内科、泌尿器科
白浜町国民健康保険直営川添診療所 646-0301 和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野1103 内科
愛の園診療所 649-2103 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬316番地の 内科、脳神経外科、リハビリテーション科
医療法人 仁愛会 南たなべ眼科医院 646-0015 和歌山県田辺市たきない町19-16 眼科
線崎外科胃腸科クリニック 649-2102 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1903-3 内科、外科、胃腸内科
なかたに医院 649-0015 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来782-1 内科、外科、消化器内科
南紀の台クリニック 649-2106 和歌山県西牟婁郡上富田町７２－３ 内科、人工透析内科、腎臓内科
吉田診療所 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来616 内科
医療法人健佑会　上富田クリニック 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来1407-1 内科、消化器内科、循環器内科、眼科、外科、乳腺外科
中井・丸岡医院 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来1338-3 内科、外科、整形外科、リウマチ科
中北クリニック 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来95-1 脳神経外科、内科
南紀医療福祉センター 649-2102 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1776-1 内科、小児科、整形外科、精神科、歯科
國正医院 649-3142 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住941-10 内科、外科
国保すさみ病院 649-2621 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2380 内科、外科、リハビリテーション科
佐本診療所 649-3151 和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本追川228 内科、外科
大鎌診療所 649-3151 和歌山県西牟婁郡すさみ町大鎌237 内科、外科
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大附診療所 649-2602 和歌山県西牟婁郡すさみ町大附254-2 内科、外科
クリニックルピナス 649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井714-3 心療内科、精神科、神経内科、内科
髙橋ファミリークリニック 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満800 内科、呼吸器内科、内分泌内科
医療法人　木下医院 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日1-60 内科、外科、胃腸科
医療法人日進会　日進会病院 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日1丁目 内科
宮本医院 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満283 内科、小児科、胃腸内科
清水内科クリニック 649-5142 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里800-2 内科、胃腸科、放射線科
中山医院 649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井557-13 内科、呼吸器科、小児科
湯川温泉診療所 649-5338 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町二河71 リウマチ科、内科

那智勝浦町立温泉病院 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1185-4
内科、整形外科、リハビリテーション科、循環器内科、糖尿
病内科、小児科、眼科

坂野医院 649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町太地3055
内科、消化器内科、循環器内科、外科、肛門科、リハビリ
テーション科

古座川町国民健康保険　明神診療所 649-4223 和歌山県東牟婁郡古座川町川口254-1 内科
たかせ会記念診療所 649-4224 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬353 内科、外科、呼吸器内科、アレルギー科
古座川町国民健康保険七川診療所 649-4562 和歌山県東牟婁郡古座川町下露376 内科、整形外科
国保北山村診療所 647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大沼312 内科
からし種在宅クリニック 649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台１０６０－ 内科、脳神経外科

くしもと町立病院 649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691-7
内科、外科、整形リハビリテーション科、産婦人科、小児科、
眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科

けんゆうクリニック 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本1790
内科、整形外科、皮膚科、消化器内科外科、乳腺外科、骨
密度外来

こしみちクリニック 649-3511 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川1356-4 脳神経外科、内科、リハビリテーション科、整形外科
やもとクリニック 649-4114 和歌山県東牟婁郡串本町上野山191 内科、外科、胃腸内科、肛門外科、放射線科
医療法人覚前医院 649-3523 和歌山県東牟婁郡串本町和深838 内科、循環器科
医療法人覚前医院　田並診療所 649-3515 和歌山県東牟婁郡串本町田並942 内科、循環器科
医療法人杉医院 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本1929 精神科、心療内科、内科、神経内科
稲生医院 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本1735-52 胃腸科、内科、外科
榎本クリニック 649-4122 和歌山県東牟婁郡串本町西向122-3 内科、消化器科、胃腸科
串本リハビリテーションセンター 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本259-6 眼科

串本有田病院 649-3514 和歌山県東牟婁郡串本町有田499-1
内科、循環器内科、腎臓内科、外科、脳神経外科、皮膚科、
眼科、リハビリテーション科、放射線科

辻内医院 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本2281 内科


