
病床数
合計

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期
分類
なし

CT MRI
入院

（一般）
入院

（療養）
外来 在宅

R3.11.2 古梅記念病院 110 0 110 0 0 0
64列
以上
１台

1.5ﾃｽﾗ
以上
3.0ﾃｽﾗ
未満
１台

51.7 0 46 30
MRI 更新

（入替え）
１台

有

　当該医療機関は、二次救急医療機関として急性期医療を提供しており、特に整形外
科、乳腺外科に関しては外傷の骨折治療や乳がん患者の治療を主として診療を行って
いる。関連施設として、特別養護老人ホームやグループホームもあり、脳血管疾患な
どの対応を行っており、在宅医療から入院療養まで地域に根ざした医療を展開してい
る。
　平成19年に導入されたMRIの老朽化に伴い、AI機能を持ち合わせた1.5TのMRIを導入
することで、既存のMRIよりも短時間で撮影ができるにも関わらず、高画質で高精細な
画像を得ることが可能となる。また、患者の閉所対策としても開口径がさらに広く
なっており、撮影中の音も軽減されるため、今までにMRI撮影が困難だった患者にも対
応できるようになる。また、DWIBS（ドゥイブス）も可能となっているため、骨転移や
全身の多くのがんの原発巣の検索にも有用とされている。診療精度が向上されるだけ
でなく、がんの早期発見・がん検診受診率の向上にも寄与するものと考える。
　共同利用の医療機関のみならず、依頼があれば、その他の医療機関からの紹介にも
応じることは、地域の医療を支える上でも必要な医療機器であると考え、MRIの更新に
ついては、適当であると判断する。

R3.11.12

和歌山県立
医科大学附属

病院
760 610 150 0 0 0

64列
以上
5台

16列
以上
64列
未満
１台

その他
2台

3.0ﾃｽﾗ
以上
１台

1.5ﾃｽﾗ
以上
3.0ﾃｽﾗ
未満
２台

610.4 0 1,482.7 0
MRI 更新

（入替え）
２台

有

　当該医療機関は、多数の外来診療科を有するだけでなく、県内唯一の特定機能病院
であり、三次救急医療や高度急性期及び急性期医療を主とした入院医療など多くの役
割を担っており、迅速な対応が求められているため、近隣の医療機関に共同利用を依
頼することは難しい。
　耐用年数が６年であるが、使用開始後１０年以上経過しており、故障も頻発してい
るため入替えが必要である。故障が頻発することは、安全な医療を提供する上でも支
障となり、診療体制に支障をきたすだけでなく、患者へも負担となる。
　MRI更新後も、当該医療機関連携登録医からの紹介にも応じ、共同利用を行う予定で
ある。
　地域で求められている医療を提供するためには、MRIの更新は適当であると判断す
る。

R3.11.24
済生会

和歌山病院 200 0 160 40 0 0
64列
以上
１台

1.5ﾃｽﾗ
以上
3.0ﾃｽﾗ
未満
１台

171.6 0 274.3 0
MRI 更新

（入替え）
１台

有

　当該医療機関は、多数の外来診療科を有するだけでなく、二次救急医療機関として
急性期医療を提供している。
　平成27年に導入されたMRIの保守契約が令和3年3月末に終了し、更新が必要となっ
た。
　救急医療及び急性期医療を提供するにあたり、多数の患者に加え、特に脳神経外科
や整形外科領域においては、迅速な対応が求められており、近隣の医療機関に共同利
用を依頼することは難しい。
　共同利用の医療機関のみならず、依頼があれば、その他の医療機関からの共同利用
に応じることは、地域の医療を支える上でも必要な医療機器であると考え、MRIの更新
は、適当であると判断する。

※２　わかやま医療情報ネット「医療の実績・結果に関する事項」から抽出

※１  Ｒ２年病床機能報告（和歌山県医務課ホームページより抜粋）

外来医療計画にかかる医療機器の共同利用計画書の調査及び検討の結果について

計画書
届出日

医療機関名
和歌山市保健所長の意見

病床機能報告による病床等（2020年７月１日現在）
新規購入又は

更新する
医療機器の
種別・台数

共同利用
の有無

医療機器の配置状況
（※１）

医療機関

1日平均患者数（※２）



 

 

 

古梅記念病院 

 







 

 

 

和歌山県立医科大学 
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■和歌山県立医科大学連携登録医名簿

医療機関名称 郵便番号 所在地 電話 標榜科

一般財団法人 NSメディカル・ヘルスケアサービス 640-8555 和歌山市湊1850 073-451-3398
内科、循環器科、消化器科、皮膚科、乳腺・甲状腺・静動脈瘤外来、歯科・口腔外
科、禁煙外来

医療法人 愛輪会　あい整形外科リハビリクリニック 599-0301 泉南郡岬町淡輪3717 072-491-3536 整形外科、外科、リハビリテーション科、リウマチ科、内科

愛徳医療福祉センター 641-0044 和歌山市今福3丁目5-41 073-425-2391 整形外科、小児科、内科、精神科、泌尿器科

アイリス眼科クリニック 641-0013 和歌山市内原812-5 073-445-5555 眼科

葵町クリニック 640-8273 和歌山市葵町2-33 073-432-7876（内、乳） 内科、乳腺内科、婦人科

医療法人　青木整形外科 641-0015 和歌山市布引763-8 073-446-2110 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、麻酔科

医療法人 三優会　青木整形外科 590-0521 泉南市樽井5丁目37-17 072-483-8370 整形外科

秋岡皮ふ科クリニック 640-8155 和歌山市九番丁4-1　ラウムズ和歌山九番丁１階 073-422-5566 皮膚科

あきさきクリニック 641-0002 和歌山市新中島125-1 073-475-4165 内科、老年内科、糖尿病内科

医療法人 瑞仁会　浅江胃腸科 640-0416 紀の川市貴志川町長山277-214 0736-64-8050 胃腸科、内科、外科、放射線科

あっそ歯科クリニック 642-0013 海南市多田134-2 073-483-3031 歯科・小児歯科

あなはら歯科クリニック 641-0015 和歌山市布引530-2　 073-448-5580 歯科、小児歯科、矯正歯科

あまの皮ふ科 599-0201 阪南市尾崎町53-1　MKビル2F 072-471-7722 皮膚科

有田市立病院 649-0316 有田市宮崎町6番地 0737-82-2151
内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、整形外科、泌尿器
科、循環器科、脳神経科

有田内科 640-8159 和歌山市十一番丁51 073-433-7899 内科、呼吸器科、循環器科、胃腸科、心療内科、アレルギー科

ありた内科・循環器内科クリニック 640-8411 和歌山市梶取1-26 073-488-3277 内科、循環器内科

医療法人 医敬会　安藤外科・整形外科医院 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目39-29 0725-22-5515 外科、整形外科、皮膚科、放射線科、胃腸内科、肛門外科、リハビリテーション科

飯沼内科医院 640-8481 和歌山市直川1297 073-461-9931 内科、循環器科、消化器科、呼吸器科

井内歯科医院 640-1175 海南市沖野々334-6 073-487-4181 歯科

胃腸肛門科　家田医院 649-6248 岩出市中黒507-1 0736-61-1212 胃腸内科、肛門外科

いくこレディースクリニック 642-0002 海南市日方1501-7 073-482-0399 産婦人科

医療法人　耳鼻咽喉科 池田クリニック 640-8343 和歌山市吉田588 073-431-5963 耳鼻咽喉科

池田耳鼻いんこう科院 641-0055 和歌山市和歌川町9-39 073-446-1487 耳鼻咽喉科

医療法人　池畑医院 646-0031 田辺市湊47-38 0739-25-1217 皮膚科

生馬医院 640-8343 和歌山市吉田436 073-422-1458 内科、小児科

医療法人　石井内科 640-8443 和歌山市延時147-13　グランドビル2F 073-452-3010 内科

石垣歯科医院 649-0305 有田市港町63-2 0737-82-4618 歯科

石川医院 649-0122 海南市下津町黒田106 073-492-2200 内科、胃腸科、小児科、皮膚科

いしぐちクリニック 640-8403 和歌山市北島453-1 073-452-7000 内科、胃腸科、呼吸器系・循環器科、小児科

いしもとクリニック 590-0404 泉南郡熊取町大久保西8-62 072-451-3326 内科、肛門科、消化器科、外科

医療法人 琴仁会　石本病院 642-0001 海南市船尾365番地 073-482-5063
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、肛
門科、リハビリテーション科、放射線科

医療法人 康生会　泉佐野優人会病院 598-0063 大阪府泉佐野市湊4丁目5番17号 072-462-2851
内科、循環器内科、呼吸器科、消化器科、外科、整形外科、放射線科、リハビリ
テーション科

いずみ歯科 640-8303 和歌山市鳴神105 073-474-9110 歯科、歯科口腔外科、小児歯科

医療法人　泉本医院 598-0007 泉佐野市上町1-5-15 072-469-3181 内科、外科、リハビリテーション科

井関循環器科内科 641-0014 和歌山市毛見173-4 073-444-8111 内科、循環器科、呼吸器科、消化器科

市川歯科医院 640-8152 和歌山市十番丁15 073-433-3555 歯科

イッセイ心臓内科クリニック 590-0521 泉南市樽井2丁目33-12 072-480-2270 内科、循環器内科、心臓内科

伊藤内科 640-8145 和歌山市岡山丁32 073-423-1141 内科、内分泌･代謝内科、循環器内科

医療法人　伊奈胃腸科 640-8033 和歌山市本町2丁目42 073-428-1717 内科、外科、消化器外科、肛門科、放射線科

稲田クリニック 641-0004 和歌山市和田461
073-475-3131（産・婦）

073-475-3133（小）
産科、婦人科、小児科

医療法人 稲祥会　稲田病院 641-0004 和歌山市和田1175 073-472-1135 内科・消化器科、眼科、リハビリ科

医療法人 稲穂会　稲穂会病院 649-6531 紀の川市粉河756-3 0736-74-2100 外科、内科、整形外科、脳外科、胃腸科、肛門科

医療法人　乾医院 640-8239 和歌山市上町60番地 073-422-9055 循環器内科、消化器内科、呼吸器内科

井上整形外科・内科 640-8228 和歌山市小人町南ノ丁20 073-433-2500 内科、外科、脳神経外科、消化器内科、整形外科、リハビリテーション科

いまえクリニック 640-8391 和歌山市加納201-8 073-412-1126 脳神経外科、内科、外科、放射線科、リハビリテーション科

医療法人 友和会　今村病院 640-8272 和歌山市砂山南二丁目4-21 073-425-3271 脳神経外科、外科、内科、リハビリテーション科、放射線科

井本内科 644-0003 御坊市島232-8 0738-22-2228 内科、消化器科、呼吸器科

いらなみのりこメンタルケアクリニック 640-8329 和歌山市田中町3丁目4番地 073-423-3662 心療内科、精神科

岩尾歯科 640-8483 和歌山市園部888-7 073-462-0418 歯科、矯正歯科、小児歯科

岩上歯科 648-0096 橋本市御幸辻306-3 0736-33-1597 歯科一般、歯科矯正、小児歯科

岩上歯科医院 646-0021 田辺市あけぼの44-17 0739-25-2418 歯科一般、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科

いわくらクリニック 648-0092 橋本市三石台1丁目3-11フォレストB棟1階102 0736-26-8646 内科、消化器内科、肛門外科

医療法人　岩田医院 649-6214 岩出市水栖503番地の5 0736-62-6705 循環器内科、内科

岩橋医院 きみのファミリークリニック 640-1121 紀美野町下佐々268 073-489-2150 内科、循環器内科、緩和ケア内科、産婦人科、小児科

いわはしクリニック 641-0051 和歌山市西高松2-13-23 073-446-1884 整形外科、眼科

医療法人 新生会　岩橋産科婦人科 641-0035 和歌山市関戸1丁目6-44 073-444-4060 産婦人科

いわはし小児科 640-8301 和歌山市岩橋1048-2 073-499-6889 小児科

医療法人 桜泉会　いんべさくらクリニック 599-0232 阪南市箱作326-5 072-476-5528 外科、整形外科、内科、麻酔科、リハビリテーション科

医療法人 健豊会　うえおく皮ふ科 640-0415 紀の川市貴志川町長原435-1 0736-65-1112 皮膚科、形成外科

医療法人 愛有会　ウエダ歯科 643-0801 有田郡有田川町徳田563-6 0737-52-6995 歯科、小児歯科、矯正、歯科口腔外科

上田神経科クリニック 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東171 0736-22-1000 精神科、心療内科

上田内科クリニック 649-6428 紀の川市東国分431-1 0736-77-6690 内科、呼吸器内科、循環器内科、糖尿病内科、アレルギー科

上田内科循環器科 649-1342 御坊市藤田町吉田851-9 0738-24-1555 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科

上出皮フ科クリニック 641-0051 和歌山市西高松1丁目5-50 073-402-2200 皮膚科

上西歯科医院 640-8251 和歌山市南中間町81 073-422-6466 歯科一般、口腔外科（インプラント）

医療法人　上西内科 640-8243 和歌山市徒町28番地 073-422-2965 内科、呼吸器内科、アレルギー科、消化器内科、小児科

上林神経内科クリニック 641-0015 和歌山市布引652-6 073-447-3111 神経内科、内科

医療法人 弘智会　上山病院 641-0013 和歌山市内原998 073-446-1200
呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、呼吸器外科、乳腺外科、
消化器外科、肛門外科、整形外科、リハビリテーション科、小児外科、皮膚科、放
射線科、麻酔科

医療法人　ウェルネス小畑歯科医院 640-8401 和歌山市福島324-1 073-455-9874 歯科口腔外科、予防歯科、障害者歯科

宇治田循環器科内科 640-8434 和歌山市榎原204番地の8 073-455-6699
内科、循環器科、呼吸器科、消化器科、泌尿器科、整形外科、放射線科、リハビ
リテーション科

医療法人 久仁会　宇都宮病院 640-8303 和歌山市鳴神505の4 073-471-1111
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

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番20 073-423-1987 産婦人科、婦人科（生殖医療）
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■和歌山県立医科大学連携登録医名簿
医療法人 明紀会　宇野内科 649-6235 岩出市西野186-10 0736-62-2101 一般内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、放射線科

梅本診療所　 648-0015 橋本市隅田町河瀬352 0736-33-0477 整形外科、外科、内科、消化器科

浦医院 胃腸肛門科　 640-8341 和歌山市黒田1丁目1番-10 073-475-1113 胃腸科、肛門科、内科、外科、放射線科

えのもと眼科 644-0002 御坊市薗95 0738-24-0880 眼科

医療法人　榎本産婦人科 646-0041 田辺市北新町23番地 0739-22-0019 産婦人科

榎本耳鼻咽喉科 641-0034 和歌山市新高町3-10 073-445-8787 耳鼻咽喉科、アレルギー科

江見歯科医院 649-6338 和歌山市府中1096-1 073-462-2325 歯科

大河内医院 641-0006 和歌山市中島429-1 073-473-5800 内科

医療法人 功徳会　大阪晴愛病院 590-0503 泉南市新家3469番地1 072-482-7777
内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、外科、整形外科、肛門科、リハビリテー
ション科、放射線科

大阪府済生会　新泉南病院 590-0535 泉南市りんくう南浜3番地の7 072-480-5618 内科、循環器内科、外科、整形外科、婦人科、眼科、リハビリテーション科

医療法人 大阪リハビリテーション病院 599-0212 阪南市自然田940 072-473-2000
内科、整形外科、脳神経外科、リウマチ科、眼科、リハビリテーション科、消化器
内科、放射線科

太田医院 640-8323 和歌山市太田1丁目13番10号　太田ビル２F 073-473-0010 内科、消化器内科、神経内科

太田矯正歯科クリニック 640-8033 和歌山市本町2丁目27番地　松屋ビル３階 073-426-1182 矯正歯科

太田内科医院 640-8065 和歌山市山吹丁34 073-422-3953 内科

太田皮フ科 640-8432 和歌山市土入20-8　 073-454-1112 皮膚科

おおち眼科 649-0316 有田市宮崎町明見27-1 0737-82-1506 眼科

大中歯科医院 649-0307 有田市初島町里2107-1 0737-83-2553 歯科、矯正歯科

おおはぎ眼科 648-0094 橋本市三石台3丁目23-7 0736-38-2575 眼科

おおはぎ内科 648-0094 橋本市三石台三丁目23-6 0736-38-2570 内科、胃腸科、呼吸器科、リハビリテーション科、小児科

おおみち歯科クリニック 640-8481 和歌山市直川613-17 073-488-8271 歯科

医療法人　岡整形外科 649-6124 紀の川市桃山町市場383-1 0736-66-2130 整形外科、リハビリテーション科、内科、リウマチ科、放射線科

岡田歯科・矯正歯科医院 642-0002 海南市日方1500-22 073-482-2392 歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科

医療法人 峰清会　岡田内科消化器クリニック 641-0056 和歌山市秋葉町2番19号 073-445-5770 内科、消化器内科

岡内科・胃腸科クリニック 640-0301 和歌山市木枕41-1 073-497-5800 内科、消化器内科

医療法人　小上医院 590-0503 泉南市新家3461-1 072-482-3341 耳鼻咽喉科、気管食道科

岡本クリニック 648-0041 橋本市清水512-7 0736-39-0039 麻酔科、内科、在宅医療

医療法人 朋歯会　岡本歯科医院 649-6531 紀の川市粉河389の7 0736-73-4970 歯科

岡本内科 641-0007 和歌山市小雑賀浜脇158 073-426-2567 内科

岡本皮フ科 641-0007 和歌山市小雑賀浜脇158 岡本クリニックビル2F 073-427-5505 皮膚科

澳内科医院 643-0004 有田郡湯浅町1054-1 0737-62-3649 内科、小児科、放射線科

医療法人 篤眞会　奥クリニック 649-6412 紀の川市黒土263-1 073-677-7800 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、放射線科、リハビリテーション科

おくクリニック 642-0032 海南市名高243 073-483-5421 胃腸内科、内科、外科、肛門外科

おく耳鼻咽喉科 649-6205 岩出市森277-1 0736-69-1733 耳鼻咽喉科

奥野クリニック 648-0096 橋本市御幸辻148-1 0736-34-0010 脳神経外科、外科、内科、神経内科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科

医療法人 蒼会　おくむらクリニック 640-8158 和歌山市十二番丁9　ﾘｳﾞｧｰｼﾞｭ十二番丁ビル　２階 073-435-0510 精神科、老年内科

奥村マタニティクリニック 648-0072 橋本市東家4-18-13 0736-32-0072 産婦人科、小児科

小倉内科 640-0351 和歌山市吉礼61-8 073-478-1912 内科

おぐり歯科クリニック 649-6311 和歌山市里93-1 073-461-8211 歯科、小児歯科

おだ眼科クリニック 640-8425 和歌山市松江北7丁目10-34 073-480-5455 眼科

小野田クリニック 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1917-1 0737-65-1616
内科、脳神経外科、整形外科、麻酔科（小野田幸男）、ペインクリニック、リハビリ
テーション科

恩地歯科医院 649-7173 伊都郡かつらぎ町大谷146 0736-22-0774 歯科

海南医療センター 642-0002 海南市日方1522-1 073-482-4521
内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉
科、麻酔科

海堀歯科医院 648-0065 橋本市古佐田2-3-8 0736-32-3790 一般歯科

医療法人 清楓会　楓こころのホスピタル 598-0002 泉佐野市中庄1025番地 072-463-3377 精神科、心療内科、内科、神経科

かきはら胃腸科内科 649-6204 岩出市今中105-2 0736-61-2600 消化器内科、胃腸内科、内科、外科、肛門外科、心療内科

垣本内科医院　 649-0435 有田市宮原町滝川原512-3 0737-88-6660 内科、小児科、胃腸科

笠松医院 643-0366 有田郡有田川町粟生547 0737-22-0304 一般内科

医療法人 喜望会　笠松病院 642-0001 海南市船尾196 073-482-3153 整形外科、リハビリ科、外科、内科、胃腸科

柏井小児科医院 640-8324 和歌山市吹屋町5-5-1 073-422-8538 小児科、内科

柏木歯科医院 649-1323 日高郡日高川町小熊2512-4 0738-23-5428 歯科、小児歯科

医療法人 青松会　河西田村病院 640-8413 和歌山市島橋東ノ丁1番11号 073-455-1015
内科、外科、呼吸器内科、神経内科、循環器内科、消化器内科、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、人工透析

医療法人 慈愛会　勝田胃腸内科外科医院 649-6531 紀の川市粉河1916 0736-73-2101 胃腸科、外科、内科、麻酔科、肛門科、リハビリテーション科、放射線科

かつらぎ循環器内科 649-6531 紀の川市粉河12-11 0736-74-3434 循環器内科、内科

かつらはら耳鼻咽喉科 599-0202 阪南市下出105-1 072-471-6022 耳鼻咽喉科、アレルギー科、気管食道科

加藤整形外科 649-6275 和歌山市吐前283 073-465-4120 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

金澤内科クリニック 640-8033 和歌山市本町6丁目26 073-418-1171 内科、消化器科

金丸医院 641-0054 和歌山市塩屋5丁目7-60 073-444-2553 内科、胃腸科

かなやクリニック 643-0152 有田郡有田川町金屋90番1 0737-32-5552 胃腸内科、内科、外科、肛門外科

かみさこ歯科 640-8412 和歌山市狐島298-1 073-454-5701 歯科

医療法人 亀寿会　亀井クリニック 643-0023 有田郡有田川町熊井439-1 0737-52-8181
脳神経外科、整形外科、皮膚科、内科、外科、リハビリテーション科、アレルギー
科、胃腸内科、肛門外科

川口医院 649-1534 日高郡印南町印南3140-1 0738-42-0030 内科

かわぐちクリニック 649-6215 岩出市中迫275-9 0736-67-2334 胃腸科、内科、外科、肛門科

川﨑歯科クリニック 640-8325 和歌山市新生町278-3 073-431-5510 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

医療法人 威伸会　かわしま眼科クリニック 640-8412 和歌山市狐島370-1 073-480-4114 眼科

川嶋内科 649-0304 有田市箕島882-1 0737-82-0616 内科、胃腸科、放射線科

かわばた産婦人科 640-8432 和歌山市土入25-1 073-453-0600 産婦人科、小児科

川村歯科医院 640-8159 和歌山市十一番丁11 073-422-4618 歯科

かわらの小児科 641-0012 和歌山市紀三井寺787-5 073-447-3112 小児科

紀伊クリニック 649-6332 和歌山市宇田森275-10 073-461-7161 内科、外科、整形外科、放射線科、リハビリテーション科

社会医療法人 三車会　貴志川リハビリテーション病院 640-0401 紀の川市貴志川町丸栖1423-3 0736-64-0061
整形外科、脳神経外科、関節専門外来、手足専門外来、認知症・頭痛専門外来、
内科、膝専門外来、リハビリテーション科、総合診療科、セカンドオピニオン外来・
健康相談外来、救急科・外科、循環器内科

木秀クリニック 649-7121 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2530-11 073-622-8883 内科、脳神経外科、整形外科、神経内科

紀泉KDクリニック 640-8471 和歌山市善明寺358-1 073-454-5515
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

医療法人 整形外科　北裏病院 644-0012 御坊市湯川町小松原454 0738-22-3352 整形外科、リハビリテーション科、麻酔科

医療法人 巨周会　喜多クリニック和歌山診療所 640-8269 和歌山市小松原通1丁目11-1　大岩ビル3階 073-425-2235 内科、放射線科

2



■和歌山県立医科大学連携登録医名簿
医療法人 裕明会　きたクリニック 641-0008 和歌山市北中島1-5-1　クリニックビル りゅうじん3F 073-436-0733 内科（人工透析）

喜多歯科医院 649-7203 橋本市高野口町名古曽804-2 0736-42-0451 歯科

社会医療法人 黎明会　北出病院 644-0011 御坊市湯川町財部728番地4 0738-22-2188
消化器外科、消化器内科、整形外科、脳神経外科、小児科、小児アレルギー科、
外科、内科、リハビリテーション科、麻酔科、リウマチ科、精神科、心療内科、糖尿
病内科、循環器内科、乳腺外科、腎臓内科、血管外科、形成外科

北村泌尿器科･内科クリニック 640-8319 和歌山市手平5丁目1-15　マエダビル１F 073-423-2330 泌尿器科、内科

北山眼科クリニック 640-0401 紀の川市貴志川町丸栖649 0736-64-9565 眼科

北山健医院 640-0112 和歌山市西庄187-5 073-454-6234 内科、外科、整形外科、放射線科

きつねじま歯科内科医院 640-8412 和歌山市狐島615-166 073-499-6600 歯科、内科

木下胃腸科内科医院 640-8323 和歌山市太田554-5 073-471-6470 消化器内科、内科（循環器、呼吸器内科を含む）、放射線科

医療法人 泰伸会　きのしたクリニック 649-6324 和歌山市祢宜970-1 073-465-3777 脳神経外科、リハビリテーション科、内科、外科、循環器内科、小児科、整形外科

木下こどもクリニック 649-6243 岩出市金屋297 0736-61-1288 小児科

木下耳鼻いんこう科 641-0007 和歌山市小雑賀728-1 073-402-3387 耳鼻咽喉科

木広町クリニック 640-8328 和歌山市木広町5丁目1番地12 073-433-5566 内科、神経内科、リハビリテーション科

紀三井寺歯科 641-0012 和歌山市紀三井寺749-3 073-445-4000 歯科、小児歯科

きみこ・クリニック 胃腸肛門科 640-8341 和歌山市黒田一丁目1番10号　クリニックビル上林2F 073-474-2111 外科、肛門科、胃腸科

木村医院 640-1175 海南市沖野々260 073-487-3100 内科、小児科

医療法人　木村歯科医院 644-0002 御坊市薗508 0738-23-5111 歯科

医療法人 オレンジクリニック　木村耳鼻咽喉科 640-8431 和歌山市向151-4 073-457-1133 耳鼻咽喉科、アレルギー科

清瀧歯科医院 649-6422 紀の川市花野117 0736-77-6161 歯科

桐皮膚科医院 642-0002 海南市日方1512-6 073-482-7623 皮膚科

医療法人 南労会　紀和病院 648-0085 橋本市岸上18番地の1 0736-33-5000
内科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、神経内科、泌尿器科、放射線科、
リハビリテーション科、麻酔科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病代
謝内科、内視鏡内科、人工透析内科、消化器外科、乳腺外科、疼痛緩和内科

健仁会　串上内科消化器科 649-6312 和歌山市川辺133-1 073-464-3050 内科、消化器内科、胃腸内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科、小児科

医療法人 医仁会　楠本医院 646-0045 田辺市片町100 0739-22-3245 内科

楠山ひふ科 644-0002 御坊市薗461 0738-24-2220 皮膚科

紀美野町国民健康保険 国吉診療所 640-1363 海草郡紀美野町田63番地 073-498-0002 内科

久保外科 640-0413 紀の川市貴志川町神戸212-2 0736-64-5788 外科、整形外科、脳神経外科、内科

医療法人 幸心会　熊取ファミリークリニック 590-0403 泉南郡熊取町大久保中2丁目26-11-101 072-451-1655 内科

医療法人 淳風会　熊野路クリニック 647-0043 新宮市緑ヶ丘2丁目1番20号 0735-21-2110 人工透析内科、糖尿病・代謝内科、神経内科

クメダ・クリニック 649-0304 有田市箕島856 0737-85-2020 泌尿器科、皮膚科、内科

くらはしクリニック 642-0011 海南市黒江543 073-483-4013 消化器内科、内科

グリーン歯科 640-0112 和歌山市西庄86-5 073-480-4428 歯科、矯正歯科、小児歯科

栗山内科 641-0008 和歌山市北中島1-5-1　クリニックビル　りゅうじん2F 073-436-0191 内科

医療法人 弘愛会　黒田医院 640-8435 和歌山市古屋64 073-451-7458 内科、胃腸内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、小児科、放射線科

黒田医院 640-8343 和歌山市吉田318番地 073-422-3990 内科、胃腸科、放射線科

黒田内科医院 640-8481 和歌山市直川1-8 073-464-1600 内科、消化器内科、胃腸内科、循環器内科、呼吸器内科、小児科

医療法人 恵友会　恵友病院 642-0001 海南市船尾264-2 073-483-1033
内科、外科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経外科、
リハビリテーション科、放射線診断科、人工透析、麻酔科

けやきメンタルクリニック 640-8331 和歌山市美園町3-34けやきONE202号 073-431-5560 心療内科、精神科

小池胃腸科 641-0044 和歌山市今福2丁目1-53 073-422-1729 胃腸科、内科、放射線科、皮膚科

小池クリニック 640-8323 和歌山市太田二丁目13番25号 073-474-0333 内科、糖尿病内科、胃腸内科、放射線科

小池内科 644-0011 御坊市湯川町財部516-3 0738-24-2255 内科、循環器科、消化器科、呼吸器科

公園前もり眼科 640-8152 和歌山市十番丁15　市川ビル3F 073-435-3345 眼科

こうざき西歯科クリニック 640-8314 和歌山市神前105-1 073-475-6480 一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科

神戸坂口クリニック 640-0413 紀の川市貴志川町神戸644 0736-64-1105 胃腸科、内科、外科、こう門科

高野町立　高野山総合診療所 648-0211 伊都郡高野町高野山631 0736-56-2911 内科、外科、眼科、小児科

公立那賀病院 649-6414 紀の川市打田1282 0736-77-2019
内科、循環器内科、呼吸器内科（禁煙外来）、外科、呼吸器外科・乳腺外科、脳神
経外科、整形外科、リハビリテーション科、小児科、産婦人科、泌尿器科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、放射線科、リウマチ科、神経内科、腎臓内科

医療法人 粉川レディスクリニック 640-8482 和歌山市六十谷366-4 073-461-0349 産婦人科

五木田歯科医院 644-0003 御坊市島167-2 0738-22-0502 歯科

国保すさみ病院 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見2380 0739-55-2065 内科、外科、リハビリテーション科

児島医院 643-0004 有田郡湯浅町湯浅686 0737-62-2066 内科、消化器内科、小児科

こじま歯科医院 648-0065 橋本市古佐田1丁目1-16 0736-32-1373 歯科、小児歯科

こじまデンタルクリニック 640-8377 和歌山市新堺丁2 073-433-7775 一般歯科、小児歯科、矯正歯科

こたに歯科 640-8319 和歌山市手平1-7-31 073-423-0769 小児歯科、歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

ごとうクリニック　 643-0004 有田郡湯浅町湯浅3163 0737-64-0101 外科、循環器科、呼吸器科、リハビリテーション科、内科

社会福祉法人　琴の浦リハビリテーションセンター附属病院 641-0014 和歌山市毛見1451番地 073-444-3141 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、泌尿器科、神経内科、麻酔科

小西胃腸科内科医院 598-0007 泉佐野市上町3-8 072-469-6619 胃腸科、内科

医療法人 小西眼科 640-8482 和歌山市六十谷222-39 073-461-7701 眼科

古梅記念病院 640-8325 和歌山市新生町5番37号 073-431-0351 整形外科、外科、内科、脳神経外科、リハビリテーション科、乳腺外科

医療法人 雅会　小畑歯科医院 640-8425 和歌山市松江北7丁目5-1 073-455-7977 歯科、矯正、小児、口腔外科

こばやし小児科 640-8393 和歌山市畑屋敷端ノ丁37 073-402-0322 小児科

御坊なかむらクリニック 644-0011 御坊市湯川町財部715 0738-52-8020 内科、外科、老年心療内科、美容皮膚科、精神科

こむく整形外科 640-8412 和歌山市狐島373-1 073-451-5855 整形外科

さいかクリニック 649-0123 海南市下津町丁97-1 073-494-1111 内科、小児科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科

済生会有田病院 643-0007 有田郡湯浅町吉川52-6 0737-63-5561
内科 、外科(消化器)、整形外科、リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、眼科、放射
線科

阪井循環器内科医院 640-8152 和歌山市十番丁12　十番丁ビル1F 073-422-0534 内科、心臓血管内科、呼吸器内科、糖尿病代謝内科

さかぐち医院 640-8039 和歌山市宇治袋町13番地 073-427-0072 内科

医療法人 大進会　阪口クリニック 649-6631 紀の川市名手市場63 0736-75-2020 　

坂口内科 640-0424 紀の川市貴志川町井ノ口577-1 0736-64-7801
総合診療科、内科、整形外科、ペインクリニック、在宅診療、訪問診療、往診、緩
和ケア

医療法人　阪口内科皮膚科クリニック 599-0232 阪南市箱作3505-2 072-481-3939 内科、皮膚科、循環器科、消化器科、呼吸器科

坂田内科 641-0003 和歌山市坂田池ノ内453番地 073-474-7119 内科、胃腸科､呼吸器科、循環器科

坂部クリニック 649-6305 和歌山市谷18 073-461-1030 内科

坂本内科 641-0044 和歌山市今福4丁目2-20 073-425-2588 内科

医療法人 桜照会　さくらい乳腺外科クリニック 641-0011 和歌山市三葛279-5 073-448-3366 乳腺外科、外科

医療法人 千徳会　桜ヶ丘病院 649-0304 有田市箕島904 0737-83-0078
内科、腎臓内科、呼吸器内科、胃腸内科、糖尿病内科、脂質代謝内科、皮膚科、
婦人科、眼科、泌尿器科、循環器内科、放射線科、リハビリテーション科

3



■和歌山県立医科大学連携登録医名簿

さくらクリニック 642-0032 海南市名高140-1 073-484-5001
内科（消化器疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、アレルギー疾患、内分泌代謝疾
患、脳神経疾患、腎疾患、膠原病）、心療内科、小児科、リハビリテーション科

さくら内科クリニック 640-8341 和歌山市黒田18-6 073-494-7071 内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科

老人保健施設　さくらの丘 649-6412 紀の川市黒土153 0736-77-0806

笹野クリニック 649-1522 日高郡印南町古井521 0738-45-0880 漢方内科、内科、心療内科、アレルギー科、皮膚科、整形外科、麻酔科

佐谷医院 640-0103 和歌山市加太1175-11 073-459-0563 内科、循環器内科

佐藤クリニック 649-6623 紀の川市藤崎363-2 0736-75-9229 内科、消化器科、循環器科

さとう歯科 649-5335 東牟婁郡那智勝浦町築地4-4-8 0735-52-5667 歯科

さとう内科 640-8323 和歌山市太田667-6 073-475-0111 内科

里神内科 599-0204 阪南市鳥取658-3 072-472-5355 内科、糖尿病内科

さのデンタルクリニック 640-8142 和歌山市三番丁2 073-433-0790 歯科一般、小児歯科、口腔外科、矯正歯科

澤田泌尿器科･内科クリニック 649-6604 紀の川市西野山480-5 0736-75-5939 泌尿器科、内科

さわ内科医院 640-8326 和歌山市新留丁32 073-422-2365 内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、放射線科

耳鼻咽喉科・小児科　さんさんクリニック 640-8481 和歌山市直川569-1 073-464-3387 耳鼻咽喉科、小児科

しおたにクリニック 640-0441 海南市七山350 073-486-0010 内科、消化器内科

しおたに循環器内科クリニック 641-0011 和歌山市三葛677-1 073-446-3333 循環器内科、内科、呼吸器内科、アレルギー科

滋野医院 640-8261 和歌山市真砂丁1の1 073-422-6283 皮膚科、アレルギー科

芝﨑眼科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1633-1 0737-65-3400 眼科

耳鼻咽喉科　ごとう医院 643-0004 有田郡湯浅町湯浅128-2 0737-63-3838 耳鼻咽喉科、アレルギー科

嶋倉クリニック 641-0045 和歌山市堀止西1丁目3-5 073-423-3800 内科、放射線科

医療法人　しまクリニック 643-0025 有田郡有田川町土生371-26 0737-52-7881 産科、婦人科、内科、肛門科､小児科

島循環器・内科 640-8136 和歌山市堀止東1-2-7 073-427-0006 内科、循環器科

嶋田歯科医院 649-0311 有田市辻堂709-2 0737-83-6173 歯科

医療法人 喜和会　島田診療所 598-0092 大阪府泉南郡田尻町吉見665-4 072-465-3471 整形外科、内科、皮膚科

嶋内科医院 641-0015 和歌山市布引607-1 073-447-0047 内科、胃腸科、循環器科、放射線科

しま内科胃腸科クリニック 640-8432 和歌山市土入168-52 073-455-6600 内科、胃腸内科、心療内科、精神科、リハビリテーション科

医療法人 杏林会　嶋病院 640-8014 和歌山市西仲間町1丁目30 073-431-3900
内科、胃腸内科、肛門外科、泌尿器科（透析）、精神科、神経内科、整形外科、外
科、リハビリテーション科

嶋本脳神経外科・内科 641-0036 和歌山市西浜921-4 073-446-3636 脳神経外科、内科、神経内科、リハビリテーション科

下出歯科医院 647-0043 新宮市緑ヶ丘2-3-5 0735-22-4554 歯科

十一番丁てらしたクリニック 640-8159 和歌山市十一番丁18 073-425-1123
脳神経外科、循環器内科、整形外科、外科、内科、リハビリテーション科、放射線
科

寿楽園診療所 643-0142 有田郡有田川町小川992 0737-32-3221 内科

じょうはたクリニック 640-8314 和歌山市神前322-6 073-475-8050 胃腸内科、肛門外科、内科、外科

菖蒲医院 640-8481 和歌山市直川1905-1 073-461-8911 内科、外科、整形外科、理学療法

白井内科クリニック 598-0007 泉佐野市上町3-3-18　メディカルモール1階 072-462-1877 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

医療法人 白卯会　白井病院 590-0503 泉南市新家2776 072-482-2011
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、心療内科、整形外科、
精神科、リハビリテーション科、放射線科

公益財団法人白濱医療福祉財団　白浜はまゆう病院 649-2211 西牟婁郡白浜町1447番地 0739-43-6200
内科、外科、整形外科、小児科、婦人科、乳腺外科、泌尿器科、皮膚科、眼科、
耳鼻咽喉科、脳神経外科

新宮市立医療センター 647-0072 新宮市蜂伏18番7号 0735-31-3333
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

医療法人 平静会　新谷医院 640-8125 和歌山市島崎町7丁目14番地 073-422-6629 内科、小児科

しんどうなおこクリニック 640-8322 和歌山市秋月275-1 073-472-0333 糖尿病内科、内科、消化器内科

神人クリニックなぐさ耳鼻咽喉科 641-0015 和歌山市布引914-15 073-448-0408 耳鼻咽喉科、アレルギー科

すずもと耳鼻咽喉科 590-0521 泉南市樽井2丁目33番27号 072-484-2777 耳鼻咽喉科、アレルギー科

隅田歯科医院 648-0018 橋本市隅田町垂井73-1 0736-32-0845 歯科

スマイル歯科 640-8286 和歌山市湊御殿2-3-37 073-421-8750 歯科、小児歯科

社会医療法人スミヤ　角谷整形外科病院 640-8343 和歌山市吉田337 073-433-1161
整形外科、リハビリテーション科、形成外科、麻酔科、循環器内科、内科、リウマ
チ科、放射線科

社会医療法人スミヤ　角谷整形外科病院 640-0401 紀の川市貴志川町丸栖1423-3 0736-64-0061
整形外科、脳神経外科、関節専門外来、手足専門外来、認知症・頭痛専門外来、
内科、膝専門外来、リハビリテーション科、総合診療科、セカンドオピニオン外来・
健康相談外来、救急科・外科、循環器内科

医療法人 聖愛会　聖愛クリニック 598-0043 泉佐野市大西1丁目12-1 072-462-0550 リウマチ科、リハビリテーション科、放射線科、内科、外科

生協芦原診療所 640-8124 和歌山市雄松町2丁目55番地 073-423-4349 外科、内科

和歌山生協病院 640-8390 和歌山市有本143-1 073-471-7711
内科、外科、小児科、循環器内科、消化器内科、麻酔科、大腸・肛門外科、呼吸
器内科、神経内科、糖尿病内科、放射線科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、リウマ
チ科、腎臓内科（人工透析）

西庄園診療所 640-0112 和歌山市西庄1133-2 073-452-8856 内科

医療法人　誠佑記念病院 649-6335 和歌山市西田井391 073-462-6122 循環器科、心臓血管外科、内科、消化器科、整形外科、脳神経外科

瀬川皮膚科泌尿器科性病科医院 640-8343 和歌山市吉田347　 073-423-2111 皮膚科、泌尿器科、性病科

せせらぎクリニック 640-8435 和歌山市古屋153-7 073-499-7712 心臓血管内科、内科、外科、小児科、皮膚科

瀬藤病院 640-8145 和歌山市岡山丁７１ 073-424-3181 内科

医療法人 功徳会　泉南大阪晴愛病院 590-0533 泉南市中小路ニ丁目1860番地の1 072-482-1771 整形外科、内科、脳神経外科、外科、リハビリテーション科

医療法人　良秀会　泉南藤井病院 598-0001 泉佐野市上瓦屋14-7 072-464-6466
内科、人工透析内科、糖尿病内科、脂質代謝内科、腎臓内科、循環器内科、消
化器内科、血液内科、内分泌内科、心療内科、放射線科、リハビリテーション科、
小児科

寒川内科医院 640-0345 和歌山市桑山164の3 073-479-3633 内科、循環器科、放射線科

曽和医院 648-0096 橋本市御幸辻218-3 0736-33-3003 内科、小児科、胃腸科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科

医療法人 なぎさ会　第五なぎさクリニック 590-0523 泉南市信達岡中936-1 072-447-5888 内科、小児科

田井歯科医院 640-0353 和歌山市馬場65-4 073-479-3301 歯科一般

大日山荘診療所 640-0304 和歌山市平尾634 073-478-3437 内科

医療法人 なぎさ会　第二なぎさクリニック 599-0235 阪南市箱の浦452-3 072-481-3456
内科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション
科、皮膚科、泌尿器科

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 小児科

平歯科医院 640-8113 和歌山市広瀬通丁3-40 073-422-3012 歯科

たかぎ歯科医院 649-6214 岩出市水栖11-10 0736-63-0416 歯科、歯科口腔外科

髙木内科 649-6531 紀の川市粉河418-2 0736-73-8008 内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、心療内科、小児科

医療法人 紀央会　髙田整形外科内科クリニック 640-0112 和歌山市西庄338-57 073-453-7733 整形外科、外科、内科、リハビリテーション科

髙塚歯科医院 640-8262 和歌山市湊通丁北3-7 073-436-4182 一般歯科

髙橋ファミリークリニック 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満800 0735-29-7385 内科、呼吸器内科、内分泌内科（甲状腺）

瀧口レディースクリニック 640-8341 和歌山市黒田109番地の1 073-473-6220 産婦人科

滝浪眼科 646-0032 田辺市下屋敷町13 0739-22-0167 眼科
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瀧本クリニック 640-8113 和歌山市広瀬通丁2-3 073-425-6161 循環器科、呼吸器科、内科、心臓血管外科、外科

たきもと内科クリニック 642-0024 海南市阪井1799-1 073-485-2322 内科

竹井クリニック 590-0414 泉南郡熊取町五門東１丁目7番23号 072-451-2765 内科、外科、肛門科

たけい耳鼻咽喉科 640-8453 和歌山市木ノ本261-21 073-451-3341 耳鼻咽喉科、頭頸部外科、アレルギー科

竹内医院 640-0413 紀の川市貴志川町神戸1005-5 0736-64-5888 内科、小児科、外科

竹内歯科クリニック 640-8157 和歌山市八番丁1番地 073-423-5060 口腔外科

竹内内科胃腸科 641-0036 和歌山市西浜973-12 073-441-5501 内科、胃腸科、循環器内科、呼吸器内科

だけクリニック耳鼻咽喉科・アレルギー科 640-8333 和歌山市蔵小路15-1 073-402-4351 耳鼻咽喉科

武田医院 640-8441 和歌山市栄谷199-1 073-455-4500 内科、呼吸器内科、胃腸内科、循環器内科、皮膚科

武田歯科医院 640-0112 和歌山市西庄779-1 073-453-4141 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

武田歯科診療所 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1648 0739-47-2007 歯科一般

竹中整形外科・内科 642-0023 海南市重根１１－１ 073-487-4171 内科、整形外科、リハビリテーション科

竹原外科内科医院 641-0036 和歌山市西浜1004-1 073-445-0011 外科、内科

武輪内科医院 640-8314 和歌山市神前110-26 073-472-1982 内科、胃腸科、放射線科

田尻内科胃腸科 640-1171 海南市野上中58 073-487-2888 内科、消化器内科

多田内科 640-8137 和歌山市吹上2丁目2番32　東洋ビル1階 073-431-6525 内科、糖尿病･代謝内科

たてやまクリニック 596-0825 岸和田市土生町8-2-12 072-493-1112 産婦人科、外科、内科

タナカ眼科 640-8043 和歌山市福町37 アズビル2F 073-431-3546 眼科

眼科　田中クリニック 640-8331 和歌山市美園町5-1-8　山榮ビル3階 073-427-3010 眼科

田中歯科医院 646-1421 田辺市中辺路町栗栖川142-5 0739-64-0040 歯科、小児歯科

医療法人 慈秀会　田中内科医院 641-0056 和歌山市秋葉町7-28 073-447-0222 内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、泌尿器科、放射線科

田中ハタ歯科 641-0041 和歌山市堀止南ノ丁2-33 073-422-5483 歯科

田辺歯科 646-0033 田辺市新屋敷町62-2 0739-26-1151 歯科

谷内クリニック 648-0072 橋本市東家4-2-4 0736-39-3339
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

谷口クリニック 599-0202 阪南市下出37-5中村ビル2階 072-471-8822 消化器内科、外科

谷口歯科医院 640-0351 和歌山市吉礼64-5 073-478-1919 歯科

医療法人 晃和会　谷口病院 642-0002 海南市日方328 073-482-2500 内科、腎臓内科、人工透析内科、血液内科、整形外科

谷田クリニック 640-1141 海草郡紀美野町小畑668-1 073-489-6800 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科、小児科

谷ヒフ科 641-0021 和歌山市和歌浦東2丁目9-48 073-446-1550 皮膚科、アレルギー科

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、胃腸科

たにやまクリニック 649-6322 和歌山市和佐関戸244-4 073-477-7060 内科

田畑内科 641-0014 和歌山市毛見342-12 073-444-3000 内科、消化器内科

たぶせ在宅クリニック 640-8264 和歌山市湊桶屋町10M＆MビルA号室 073-424-0207 内科

たまい内科 641-0012 和歌山市紀三井寺1454 073-446-0021
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

玉置歯科医院 640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁21 073-422-3866 歯科

医療法人　玉置整形外科医院 647-0043 新宮市緑ヶ丘2丁目3番11号 0735-22-6172 整形外科

和歌山駅前たまき乳腺外科クリニック 640-8342 和歌山市友田町4-130　Aタワー2F　206 073-488-8610 乳腺外科、外科、内科

たま整形外科 640-0424 紀の川市貴志川町井ノ口974-4 0736-65-2700 整形外科

田村歯科クリニック 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東103-6 0736-22-1671 歯科

多屋クリニック 640-8322 和歌山市秋月24　しんあいクリニックセンター3B 073-471-2481 内科、外科

近野診療所 646-1402 田辺市中辺路町近露1151-1 0739-65-0007 内科、小児科

医療法人　外科内科 辻医院 646-0036 田辺市上屋敷3-11-14 0739-22-0534 外科、内科

辻岡医院 649-6271 和歌山市満屋88の1 073-477-1868 内科

辻クリニック 640-8482 和歌山市六十谷748MMKビル104号 073-464-2350 内科、消化器内科、肛門外科、循環器内科、皮膚科、外科

医療法人 同仁会　辻整形外科 642-0031 海南市築地1-50 073-483-1234 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

医療法人　辻秀輝整形外科 642-0032 海南市名高178-1 073-483-3131 整形外科、リハビリテーション科、放射線科

辻本歯科医院 649-6414 紀の川市打田1478-1 0736-77-4068 歯科、歯科口腔外科

辻本歯科クリニック 649-7207 橋本市高野口町大野235-1 0736-42-0556 歯科、小児歯科

辻レディ－スクリニック 599-0203 阪南市黒田590番地　サンギャラリー2F 072-470-0125 産婦人科、内科

津田クリニック 649-6123 紀の川市桃山町神田156番地 0736-66-3111 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

つちだ歯科医院 648-0018 橋本市隅田町垂井55-2 0736-32-2331 一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科

土橋歯科医院 640-8341 和歌山市黒田109-3 073-472-7755 歯科

土屋クリニック 649-0433 有田市宮原町須谷536-1 0737-88-2221 内科

つの小児科 641-0035 和歌山市関戸1丁目4-10 073-448-3234 小児科、アレルギー科

医療法人 天竹会　老人保健施設天寿苑 640-1121 海草郡紀美野町下佐々385-1 073-489-5181

土井内科胃腸科 640-8316 和歌山市有家249-16 073-474-8885 内科

トータルケア　まきクリニック 640-8328 和歌山市木広町5丁目1-5 073-488-7036 内科

得津医院 640-8372 和歌山市新大工町7 073-432-1092 内科、外科、消化器内科、循環器内科

外江眼科クリニック 643-0021 有田郡有田川町下津野1037-7 0737-53-2611 眼科

殿田胃腸肛門病院 649-6226 岩出市宮117-7 0736-62-9111 消化器内科、内視鏡内科、外科、内科、放射線科、消化器外科、肛門外科

富田病院 649-6253 岩出市紀泉台2 0736-62-1522
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌
内科、内視鏡内科、小児科、ﾘﾊﾋﾟﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科

戸村歯科医院 640-8265 和歌山市小松原5-2-26 073-426-2888 歯科

とめきクリニック 649-1323 日高郡日高川町小熊2475-1 0738-22-3232 内科、消化器内科

トメモリ眼科・形成外科　いわで宮本クリニック 649-6248 岩出市中黒1-3 0736-67-7208 眼科、形成外科

医療法人 涼悠会　トメモリ眼科･形成外科 648-0073 橋本市市脇5丁目4の23 0736-32-9358 眼科、形成外科

なかい眼科 640-8314 和歌山市神前146-1　メゾンローズ1F 073-474-0377 眼科

医療法人 愛晋会　中江病院 640-8461 和歌山市船所30番地の1 073-451-0222 内科、消化器内科、外科、整形外科

医療法人　仲河歯科医院 640-8301 和歌山市岩橋236-3 073-473-5212 歯科、小児歯科

長澤医院 598-0071 泉佐野市鶴原1207-1 072-462-2443 内科、神経内科、小児科

医療法人　歯優会　中島歯科医院 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺468 0736-22-0248 歯科

なかじま耳鼻咽喉科みのりクリニック 642-0001 海南市船尾215番地3 073-488-3337 耳鼻咽喉科、アレルギー科

中田内科・胃腸科 649-6511 紀の川市猪垣55-3 0736ｰ74-2255 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

中谷医科歯科クリニック 640-8151 和歌山市屋形町1-26 073-433-2002 内科、歯科

中谷内科・循環器科 640-8424 和歌山市松江西一丁目1番33号 073-451-9348 内科、循環器科、呼吸器科

中田ヒフ科 640-8425 和歌山市松江北6丁目3-30 073-453-7703 皮膚科

医療法人 孝紀会 中西歯科医院 640-8024 和歌山市元寺町2-1 前田ビル 073-432-7100 歯科一般

中西歯科医院 640-8323 和歌山市太田1-1-29 073-473-0876 歯科全般

中西歯科医院 643-0801 有田郡有田川町徳田196 0737-52-3230 歯科

中西内科呼吸器内科クリニック 641-0054 和歌山市塩屋5-122-1 073-445-2255 内科、呼吸器内科、アレルギー科

医療法人健生会　中西脳神経外科・内科 598-0062 泉佐野市下瓦屋3丁目15-66 072-462-2358 脳神経外科、整形外科、外科、内科
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中場胃腸科内科 641-0012 和歌山市紀三井寺620-9　 073-444-3111 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、麻酔科

中平歯科医院 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東71-5 0736-22-0311 一般歯科

中村クリニック 640-8312 和歌山市森小手穂720-5 073-472-7700 胃腸科、内科、外科、皮膚科、小児科

中村内科医院 649-0304 有田市箕島653-5 0737-83-2255 内科、小児科、放射線科

なかむら内科クリニック 643-0521 有田郡有田川町清水379-2 0737-25-9030 内科、小児科

ナカムラメディカルクリニック 640-8005 和歌山市元寺町南ノ丁50 073-433-3305 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、放射線科

医療法人 裕紫会　中谷病院 640-8303 和歌山市鳴神123-1 073-471-3111
内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、婦人科、放射線科、消化器科、循
環器科

中山歯科医院 642-0011 海南市黒江1260 073-482-7255 歯科、小児歯科、矯正歯科

中山内科胃腸科 640-8152 和歌山市十番丁61 073-433-8355 内科、胃腸科、循環器科、呼吸器科、放射線科

社会医療法人 三和会　永山病院 590-0406 大阪府泉南郡熊取町大久保東1-1-10 072-453-1122
内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、消化器内科、循環器内科、糖尿
病内科、腎臓内科、呼吸器内科、消化器外科、乳腺外科、リウマチ科、リハビリ
テーション科、眼科、救急科、麻酔科、神経内科、心療内科

中山レディースクリニック 640-8203 和歌山市東蔵前丁4番地ファーストビル2階 073-402-3741 婦人科

夏見整形外科　 640-8434 和歌山市榎原73-2 073-456-6500 整形外科、外科、リウマチ科、リハビリテーション科

医療法人 共栄会　名手病院 649-6631 紀の川市名手市場294-1 0736-75-5252
内科（胃腸・消化器・内視鏡：肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・人工透析、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）、整形外科、
リハビリテーション科、眼科、脳神経外科、放射線診断科

なないろこどもクリニック 640-8137 和歌山市吹上2-4-46-2F 073-425-7716 小児科

南海歯科医院 640-8323 和歌山市太田115-4 073-473-6123 歯科、小児歯科

なんぶ胃腸科内科 640-8482 和歌山市六十谷1022の1 073-461-3511 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

新山診療所 598-0001 大阪府泉佐野市上瓦屋1093-9 072-462-7452 内科、脳神経外科

医療法人 光仁会　二澤医院 649-6314 和歌山市島26-81 073-461-0697 内科、小児科、皮膚科、放射線科

西馬歯科診療所 644-0012 御坊市湯川町小松原374-4 0738-22-8201 歯科

医療法人 たちばな会　西岡クリニック 649-1534 日高郡印南町大字印南2275-16 0738-20-9009 整形外科、外科、内科

西岡内科胃腸科 649-6111 紀の川市桃山町最上84-5 0736-66-2223 内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、小児科、放射線科

医療法人 たちばな会　西岡病院 643-0034 有田郡有田川町小島278-1 0737-52-6188
内科、外科、消化器外科、大腸肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、ペ
インクリニック外科、皮膚科、リウマチ科、アレルギー科、リハビリテーション科、人
工透析

医療法人 たちばな会　西岡病院 643-0034 有田郡有田川町小島278-1 0737-52-6188
内科、外科、消化器外科、大腸肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、ペ
インクリニック外科、皮膚科、リウマチ科、アレルギー科、リハビリテーション科、人
工透析

西川内科診療所 640-8028 和歌山市匠町29　小山ビル１Ｆ 073-431-0526 内科、放射線科、消化器内科

西島歯科医院 649-0306 有田市初島町浜1047-2 0737-83-4618 歯科

医療法人　西田外科 598-0053 泉佐野市大宮町5-3 072-462-8725
整形外科、リハビリテーション科、循環器内科、脳神経内科、心療内科、精神科、
外科、内科、皮膚科、胃腸科、放射線科、眼科

にしたに内科 640-8481 和歌山市直川960-3 073-462-4131 内科、糖尿病内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、皮膚科

西本医院 644-0003 御坊市島174-13 0738-22-0456 内科、消化器内科、小児科

にしもと内科クリニック 640-1103 海草郡紀美野町吉野46-2 073-489-8338 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、アレルギー科

医療法人 良友会　西和歌山病院 640-8432 和歌山市土入176 073-452-1233
内科、消化器科、胃腸科、呼吸器科、循環器科、糖尿病、整形外科、皮膚科、人
工透析、リハビリテーション科、放射線科

日本赤十字社　和歌山医療センター 640-8558 和歌山市小松原通4丁目20番地 073-422-4171

整形外科部、循環器内科部、血液内科部、外科部、乳腺外科部、眼科部、耳鼻
咽喉科部、第一・第二産婦人科部、小児科部、第一・第二泌尿器科部、腎臓内科
部、歯科口腔外科部、脳神経外科部、麻酔科部、呼吸器内科部、神経内科部、
心療内科部、感染症内科部

根来こどもクリニック 649-6257 岩出市相谷34-5 0736-61-3000 小児科

根来産婦人科 640-8137 和歌山市吹上4丁目1-28 073-425-3351 産婦人科

ねごろ歯科口腔外科クリニック 641-0003 和歌山市坂田422-2 073-463-5215 歯科口腔外科

医療法人 晴心会　野上病院 590-0521 泉南市樽井1-2-5 072-484-0007
内科、消化器内科、循環器内科、リウマチ科、外科、眼科、整形外科、脳神経外
科、消化器外科、肛門外科、泌尿器科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔
科、リハビリテーション科

野田医院 643-0811 有田郡有田川町庄574 0737-52-7578 内科、循環器科

野村内科医院 640-8392 和歌山市中之島688-1 073-433-6533 内科、消化器内科

はしづめ眼科 649-6531 紀の川市粉河2148-1 0736-73-8788 眼科

橋本胃腸科 642-0002 海南市日方431 073-483-7877 胃腸科、内科、外科、肛門科、放射線科

橋本胃腸肛門外科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1749-3 0737-62-2226 胃腸科、肛門科、外科

橋本市民病院 648-0005 橋本市小峰台2-8-1 0736-37-1200

総合内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、代謝内科、小児科、外科、乳
腺呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産
婦人科、眼科、救急科、耳鼻いんこう科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、病
理診断科

医療法人　橋本病院 641-0041 和歌山市堀止南ノ丁4-31 073-426-3388
消化器外科、消化器内科、外科（内視鏡）、内科､肛門外科、整形外科、循環器内
科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科

医療法人　長谷川内科医院 640-8441 和歌山市栄谷2の3 073-457-2339 内科

医療法人 由久会　はぜはら整形外科クリニック 640-8304 和歌山市松島200-4 073-475-0055 整形外科、麻酔科、リハビリテーション科

はたなか歯科クリニック 649-6227 岩出市清水354-1 0736-69-5511 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

はた乳腺クリニック 649-6231 岩出市川尻230-1 0736-63-1177 乳腺外科、外科、内科

初山歯科医院 646-0014 田辺市新万20-6 0739-24-0767 歯科

医療法人 靖徳会　花野医院 649-6339 和歌山市弘西774-10 073-461-8189 内科、循環器内科、呼吸器内科、胃腸内科、放射線科

医療法人 久和会　花山ママクリニック 640-8322 和歌山市秋月483番地 073-474-1001 産婦人科

馬場眼科 649-7174 伊都郡かつらぎ町佐野1008-1 0736-22-2000 眼科

医療法人 桂信会　羽原病院 598-0046 泉佐野市羽倉﨑1丁目1番4号 072-466-3881
外科、内科、腎臓内科、整形外科、形成外科、皮膚科、放射線科、リハビリテー
ション科

医療法人 オリーブ会　はまだ産婦人科 649-6314 和歌山市島230-2 073-462-0341 産婦人科、内科、小児科

濵田耳鼻咽喉科医院 590-0522 泉南市信達牧野912-1 072-482-8930 耳鼻咽喉科

浜田脳神経外科・内科 641-0052 和歌山市東高松3丁目4-25 073-445-7331 脳神経外科、内科、神経内科、リハビリテーション科

浜病院 640-8137 和歌山市吹上2-4-7 073-436-2141 内科、外科、糖尿病内科、消化器内科、内視鏡内科、放射線科

はやし歯科医院 640-8331 和歌山市美園町四丁目69-8　林ビル1F 073-424-6000 歯科、口腔外科、小児歯科

林循環器内科クリニック 649-6227 岩出市清水438 0736-62-3056 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

林内科 649-6503 紀の川市長田中394-3 0736-73-2441 内科

原田歯科医院 640-8392 和歌山市中之島2337 073-428-6788 歯科、歯科口腔外科

はんだ内科クリニック 640-8435 和歌山市古屋57-2 073-460-7961 内科、循環器内科、消化器内科

社会医療法人 生長会　阪南市民病院 599-0202 阪南市下出17 072-471-3321
総合診療科、内科、循環器内科、外科・消化器外科、整形外科、小児科、皮膚
科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、歯科口腔外
科、救急科、麻酔科、脳神経外科
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■和歌山県立医科大学連携登録医名簿

医療法人 療明会　半羽胃腸病院 641-0041 和歌山市堀止南ノ丁4番11号 073-436-3933
内科、腎臓内科、消化器内科、外科、肛門外科、精神科、皮膚科、泌尿器科、リ
ハビリテーション科、放射線科

ひがき眼科 590-0521 泉南市樽井5-29-20 072-483-0588 眼科

東佐野病院 598-0071 泉佐野市鶴原969-1 072-464-8588
内科、外科、形成外科、整形外科、呼吸器科、消化器科、循環器科、神経内科、
リハビリテーション科、放射線科

東歯科医院 647-0021 新宮市池田3-1-16 0735-21-1218 歯科

医療法人 恒生会　菱川クリニック 640-8263 和歌山市茶屋ノ丁1-3 073-423-8201 整形外科、一般内科

日高川町国民健康保険　川上診療所 644-1201 日高郡日高川町大字川原河264 0738-56-0396 内科、外科、小児科

日高川町国民健康保険　寒川診療所 644-1221 日高郡日高川町大字寒川293-2 0738-58-0012 内科、小児科

日高歯科医院 649-4122 東牟婁郡串本町西向238-2 0735-72-0358 歯科

ひだか病院 644-8655 御坊市薗116番地2 0738-22-1111
消化器内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、小児科、産婦人科、外科、耳鼻
咽喉科、皮膚科、泌尿器科、眼科、精神科、整形外科、脳神経外科、放射線科、
麻酔科、歯科口腔外科、形成外科、リハビリテーション科、救急科

皮フ科・アレルギー科　吉益クリニック 649-0422 有田市糸我町西559-1 0737-22-3223 皮膚科、アレルギー科

ひまわりこどもクリニック 640-8453 和歌山市木ノ本309-3 073-480-2515 小児科

ひまわり歯科医院 648-0005 橋本市小峰台2-12-49 0736-34-8241 小児歯科、歯科

ひらいし小児科 640-8323 和歌山市太田2-13-25　ヒロメディカルセンター1F 073-474-0609 小児科

平尾内科 642-0001 海南市船尾241-61 073-483-3555 内科

医療法人 鉄仁会　平野医院 598-0037 泉佐野市羽倉崎上町1-3-3 072-465-4668 内科、外科、皮膚科、リハビリテーション科、消化器科、循環器科

平林歯科医院 649-1111 日高郡由良町里222の1 0738-65-1439 一般歯科

ひらまつクリニック 649-6223 岩出市高塚53番4 0736-69-0022 内科、呼吸器内科、アレルギー科

平山内科皮膚泌尿科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅459 0737-63-1103 内科、糖尿病内科、消化器内科、皮膚科、泌尿器科、アレルギー科

廣井小児科医院 640-8324 和歌山市吹屋町4丁目33 073-424-0072 小児科

医療法人　廣井皮膚泌尿器科 640-8324 和歌山市吹屋町4-34 073-425-6506 泌尿器科、皮膚科

吹上クリニック 640-8137 和歌山市吹上2-5-28 073-423-2700 内科 、外科、整形外科、胃腸科、肛門科、リハビリテーション科

医療法人 福慈会　福外科病院 641-0021 和歌山市和歌浦東3丁目5番31号 073-445-3101
内科、外科、消化器内科、消化器外科、肛門外科、放射線科、麻酔科、循環器内
科、内分泌・代謝内科

医療法人　福本医院 590-0522 泉南市信達牧野378 072-483-2505 内科、小児科、婦人科

藤内メンタルクリニック 643-0034 有田郡有田川町小島313-2 0737-52-7771 心療内科、精神科

医療法人 のぞみ会　ふじた眼科 640-1175 海南市沖野々259 073-487-0066 眼科

藤田眼科 641-0007 和歌山市小雑賀710 073-488-4070 眼科

藤民病院 641-0054 和歌山市塩屋3丁目6番2号 073-445-9881 内科、消化器内科、精神科

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　エスタシオン4F 073-499-8801 内科、糖尿病内科、内分泌科、小児科

藤永医院 640-8038 和歌山市北町41 073-432-1200 産婦人科

ふじはら矯正歯科・小児歯科医院 649-6248 岩出市中黒534-8 0736-60-4812 矯正歯科、小児歯科、歯科

ふじはら整形外科クリニック 649-6204 岩出市今中151-3 0736-67-3622 整形外科

医療法人 匡慈会　伏虎リハビリテーション病院 640-8151 和歌山市屋形町1丁目11番地 073-433-4488
内科、血液内科、泌尿器科、循環器内科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、放射
線科、リハビリテーション科、リウマチ科

風土記の丘診療所 640-8301 和歌山市岩橋1271-1 073-473-6070 内科、消化器内科、老年内科、臨床検査科

舩橋クリニック 640-8301 和歌山市岩橋316 073-472-2666 心臓血管外科、内科、放射線科、リハビリテーション科

ふるさと内科クリニック 649-6255 岩出市西安上62-1 0736-62-2525 内科、循環器内科、糖尿病内科、老年内科

ホームケアクリニック 城北の杜 640-8035 和歌山市万町7番地　サピリア石倉3階 073-463-0658 内科、緩和ケア

医療法人 明星会　星野クリニック 640-8342 和歌山市友田町5丁目32番地 073-422-0007
消化器内科、消化器外科、肛門外科、心療内科、乳腺外科、循環器内科、糖尿
病内科、呼吸器内科、血液内科、腎臓内科、神経内科、内科、外科、リハビリテー
ション科、放射線科、整形外科

ほしの整形外科 640-8471 和歌山市善明寺302-1 073-456-0117 整形外科、東洋医学、リハビリ科、リウマチ科

医療法人 やすだ　堀口記念病院 640-8222 和歌山市湊本町3丁目4番地1 073-435-0113
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、消化器外科、整形外科、リ
ハビリテーション科、救急科、麻酔科、皮膚科

ほりはた歯科医院 648-0073 橋本市市脇1-1-24　2F 0736-32-0011 歯科、小児歯科、矯正歯科

医療法人　ほんだ歯科 640-8331 和歌山市美園町5丁目61番地　JR和歌山駅ビル4階 073-425-7446 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

ほんだ内科クリニック 640-8401 和歌山市福島88番5 073-488-9151 内科、呼吸器内科、アレルギー科、老年内科、漢方内科

医療法人 マイクリニック　産婦人科 My Clinic 640-8033 和歌山市本町6丁目55 073-422-0102 産婦人科、小児科

前川クリニック 599-0201 阪南市尾崎町93-9 072-473-0373 内科

医療法人 九曜会　前田医院 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東727 0736-22-1070 内科、小児科

医療法人アイ裕会　前田眼科医院 640-8329 和歌山市田中町5-1-15タバタビル2Ｆ 073-436-3613 眼科

医療法人 千尋会　前田歯科医院 640-8314 和歌山市神前161-1 073-473-6340 一般歯科、矯正、小児歯科

前田歯科医院 640-8111 和歌山市新通3-27 073-436-5866 歯科

まえだ内科クリニック 640-8391 和歌山市加納122-12 073-474-0080 内科、消化器科、小児科、放射線科

まきのクリニック 640-0332 和歌山市冬野1761-10 073-479-3567 内科、消化器内科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科

増井内科 640-8444 和歌山市次郎丸68-6 073-453-7677 内科、循環器科、消化器科、心療内科、小児科

松尾クリニック 640-0323 和歌山市小瀬田109-2番地 073-479-5055 内科、整形外科、リハビリテーション科

まつかわ脳神経外科クリニック 599-0201 阪南市尾崎町2-5-24 072-472-0213 脳神経外科、内科、リハビリテーション科

松下内科 644-0003 御坊市島114-6 0738-22-2090 内科

松田眼科医院 641-0052 和歌山市東高松3-1-19 073-446-2019 眼科

松谷医院　 643-0601 有田郡有田川町押手672 0737－26－0011 内科、循環器内科

松谷内科 640-8471 和歌山市善明寺755-81 073-451-1700 内科

松平・畠医科歯科クリニック 640-8135 和歌山市鷹匠町1-60 073-488-1115 内科、呼吸器内科、アレルギー科、循環器科

まつもと眼科 649-6323 和歌山市井ノ口123-3 073-477-7500 眼科

医療法人 英悠会　眼科松本クリニック 640-8264 和歌山市湊桶屋町11 073-427-1500 眼科、形成外科、美容外科、美容皮膚科

まつもとクリニック 640-8304 和歌山市松島347-5 073-476-0801 内科、胃腸内科、小児科、放射線科

まつもと整形外科クリニック 640-0424 紀の川市貴志川町井ノ口974-1 0736-65-2700 整形外科、リハビリ科、放射線科

まつもと内科 640-0416 紀の川市貴志川町長山244 0736-65-3111 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

松本内科クリニック 641-0051 和歌山市西高松1丁目8番10号 073-488-3542 内科

まつやま整形外科クリニック 649-6311 和歌山市里86-1 073-462-8881 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

医療法人 森信会　まどかデンタルクリニック 646-0015 田辺市たきない町10-34 0739-81-8211 一般歯科、小児歯科

間所歯科医院 649-5142 東牟婁郡那智勝浦町下里2903-2 0735-58-1335 歯科

まとばクリニック 640-8392 和歌山市中之島307-1 073-475-5670 外科、内科、胃腸科、肛門科、リハビリテーション科、ペインクリニック

馬渕医院 649-6531 紀の川市粉河2213 0736-73-2116 産婦人科、内科

丸笹外科内科 649-2511 西牟婁郡白浜町日置981 0739-52-3636 外科、内科、脳神経外科、整形外科

マルヤマ歯科 640-8287 和歌山市築港1-16-3 073-433-0648 歯科

医療法人　丸山歯科医院 646-0036 田辺市上屋敷3-12-6 0739-23-0505 一般歯科

医療法人 仁泉会　丸山整形外科 640-8213 和歌山市舟大工町12 073-422-1727 整形外科、リハビリテーション科

萬谷医院 649-0316 有田市宮崎町237 0737-83-2411 内科（消化器、循環器、呼吸器、神経内科）、皮膚科、小児科
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三木眼科医院 642-0001 海南市船尾193-4 073-482-0234 眼科

みきた皮ふ科 640-8322 和歌山市秋月275-1 073-471-4112 皮膚科

三木内科 640-8463 和歌山市楠見中169-1 073-454-8115 内科、呼吸器科、循環器科

三木町歯科・内科 640-8151 和歌山市屋形町3丁目11-1アリスト和歌山城101 073-402-0011 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内科

医療法人 優進会　三木町寺下整形外科 640-8105 和歌山市三木町南ノ町35 073-435-5552 整形外科、内科、リハビリテーション科、放射線科、スポーツ医学

医療法人 真心会　みさきクリニック 599-0301 泉南郡岬町淡輪1155の1 072-494-2711 内科、胃腸科、肛門内科、外科

御前内科 640-8115 和歌山市東紺屋町74番地 073-422-2640 内科

みずこしこどもクリニック 649-6339 和歌山市弘西790-1 073-462-2121 小児科

水島歯科医院 640-8151 和歌山市屋形町3-43 073-422-0504 歯科

みぞばたクリニック 640-1131 海草郡紀美野町動木99-1 073-489-6100 胃腸科、内科、外科、肛門科

医療法人 健仁会　三谷医院 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1400 0739-42-3606 内科、胃腸科、外科

三谷医院 641-0021 和歌山市和歌浦東3-5-53 073-499-7013 内科、プライマリケア、在宅医療

医療法人 圭泉会　三谷整形外科･内科 641-0034 和歌山市新高町9-10 073-444-6311
整形外科、内科、リウマチ科、アレルギー科、外科、小児科、皮膚科、放射線科、
リハビリテーション科

道浦クリニック 640-8315 和歌山市津秦113-5 073-472-7377 内科、消化器外科、肛門科、放射線科

みなかたクリニック 641-0055 和歌山市和歌川町10-39 073-445-1147 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、アレルギー科、小児科

みなかた内科 640-8425 和歌山市松江北5丁目5番9号 073-480-5556 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、放射線科、小児科

湊．小川クリニック 646-0031 田辺市湊1064-9 0739-33ｰ7481 精神科

湊口医院 647-0061 新宮市三輪崎2-13-51 0735-31-6660 内科、小児科

湊口内科クリニック 647-0042 新宮市下田1-1-13 0735-21-3710 内科、循環器科

みなみ胃腸肛門科・外科 648-0053 橋本市しらさぎ台2-12 0736-38-3737 胃腸科、肛門科、内科、外科

南歯科医院 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来137-5 0739-47-3343 歯科、小児歯科

独立行政法人 国立病院機構　南和歌山医療センター 646-8558 田辺市たきない町27-1 0739-26-7050

一般内科、肝臓内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、腫瘍内科、小児科（小児
アレルギー科、小児神経）、胸部・心臓血管外科呼吸器外科、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、歯科口腔外科、麻酔科、救命救急科、リハビリテーション科

医療法人 みのり会　みのりクリニック 643-0166 有田郡有田川町吉原908 0737-32-2512 内科、小児科、放射線科、リハビリテーション科

医療法人　宮崎クリニック　 640-8342 和歌山市友田町2-153 073-431-7391 皮膚科、形成外科、美容外科、美容皮膚科、肛門外科

宮﨑泌尿器科内科クリニック 640-8425 和歌山市松江北6-2-22 073-457-0870 泌尿器科、内科

宮野眼科 640-8294 和歌山市北中間町28　キャラビル2F 073-436-5950 眼科

みやび内科クリニック 640-8402 和歌山市野崎133－1 073-480-1233 内科

クリニック宮本 640-8472 和歌山市大谷106-1 073-454-1500 泌尿器科、内科

宮本医院 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満283 0735-52-0010 内科、胃腸科、小児科、消化器科

宮本医院 641-0051 和歌山市西高松1丁目5番36号 073-422-6065 内科、小児科、胃腸科、リハビリテーション科

宮本医院 596-0823 岸和田市下松町5086 072-438-1859 内科

みやもと眼科医院 641-0012 和歌山市紀三井寺670-1 073-446-3336 眼科

宮本内科 641-0012 和歌山市紀三井寺1-53 073-414-1300 内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科

三好外科医院 640-8157 和歌山市八番丁40 073-422-4790 整形外科、外科

みんなのこどもアレルギークリニック 640-8342 和歌山市友田町4丁目130番地　Aタワー2F 073-435-5537 小児科、アレルギー科

向井歯科医院 647-0061 新宮市三輪崎3-7-1 0735-31-6424 歯科

医療法人 明成会　向井病院 649-6331 和歌山市北野283番地 073-461-1156 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　村上クリニック 644-1122 日高郡日高川町高津尾38 0738-54-0787 内科、外科、消化器内科、小児科、放射線科

村上歯科医院 648-0072 橋本市東家四丁目14番8号 0736-32-0230 歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科

医療法人　村上内科 641-0033 和歌山市松ヶ丘1丁目8番13号 073-446-3070 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科

めがね先生の上田こどもクリニック 648-0052 橋本市紀見字椿原591-6 0736-26-8266 小児科

腎・循環器　もはらクリニック 590-0505 泉南市信達大苗代1123番22 072-480-5501 内科（腎臓、循環器、糖尿病）、人工透析内科

医療法人 森下会　森下クリニック 649-7206 橋本市高野口町向島42-13 0736-44-1666 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

森下整形外科 643-0065 有田郡広川町東中64-1 0737-64-0366 整形外科

森女性クリニック 640-8323 和歌山市太田1丁目10-13 073-488-7027 産婦人科

森田歯科医院 648-0071 橋本市小原田68 0736-39-2202 歯科

森内科クリニック 640-8390 和歌山市有本226-12 073-402-3281 内科、アレルギー科、循環器科

医療法人　森内科小児科 640-8319 和歌山市手平4-2-21 073-422-6588 内科、小児科

もりばた医院 644-0025 御坊市塩屋町北塩屋1087 0738-23-0111
消化器内科、胃腸内科、内科、漢方内科、ペインクリニック内科、麻酔科、小児
科、放射線科、リハビリテーション科

医療法人 平成会　森本医院 644-0041 日高郡美浜町田井313-1 0738-24-3333
内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器内科、小児科、心療
内科

医療法人 甃友会　安川診療所 649-6213 岩出市西国分688-1 0736-63-1688 泌尿器科

柳川レディースクリニック 642-0002 海南市日方1519-1 073-482-0351 婦人科

やなせ整形外科 640-8444 和歌山市次郎丸167-2 073-456-2600 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

矢野医院 649-6112 紀の川市桃山町調月769-100 0736-66-2609 胃腸科、外科、内科、肛門科

薮下脳神経外科内科 599-0204 大阪府阪南市鳥取440-1 072-472-2288
脳神経外科、神経内科、循環器科、内科、消化器科、整形外科、リハビリテーショ
ン科、放射線科

山入こどもクリニック 649-6222 岩出市岡田234-5 0736-61-2500 小児科、アレルギー科

しらさぎ台クリニック　山内耳鼻咽喉科 648-0053 橋本市しらさぎ台12-13 0736-26-4151 耳鼻咽喉科、アレルギー科

山口医院 641-0014 和歌山市毛見295-21 073-444-3872 内科、小児科、糖尿病内科

医療法人 慈生会　山口整形外科 640-8472 和歌山市大谷405-1 073-452-3121 整形外科、リハビリテーション科、放射線科

山口ヒフ科 641-0021 和歌山市和歌浦東2-6-19 073-445-1263 皮膚科、アレルギー科

山﨑医院 649-1213 日高郡日高町高家421-4 0738-63-3232 内科、消化器内科、循環器内科、皮膚科、小児科

山﨑歯科医院 642-0001 海南市船尾241 073-482-0978 歯科一般、口腔外科、矯正歯科

山下眼科クリニック 649-0303 有田市新堂46-3 0737-83-2957 眼科

やましたレディース・マタニティクリニック 640-8007 和歌山市元寺町西ノ丁9 073-426-8111 産科、婦人科、内科

医療法人　山中眼科 640-8212 和歌山市杉ノ馬場1丁目41-1 073-431-3904 眼科

医療法人　山中歯科医院 640-0413 紀の川市貴志川町神戸784番地 0736-64-2379 歯科

山中歯科こども歯科クリニック 640-8464 和歌山市市小路91-6 073-452-6111 歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

山西内科 642-0034 海南市藤白166-9 073-483-2200 内科

山西内科胃腸科眼科医院 646-0031 田辺市湊998-3 0739-22-1161 内科、消化器科、眼科

山羽胃腸科内科 644-0002 御坊市薗652-2 0738-22-1968 胃腸内科、内視鏡内科、内科、糖尿病内科、老年内科

医療法人 山友会　山本医院 642-0015 海南市且来632-1 073-482-0189 内科、小児科

山本医院 649-0121 海南市下津町丸田147 073-492-2219 内科、小児科、婦人科、整形外科

山本眼科医院 640-8319 和歌山市手平1-5-29 073-423-7905 眼科

やまもとクリニック 640-8322 和歌山市秋月570 073-474-1370 内科、泌尿器科、小児科

山本歯科 640-8464 和歌山市市小路180-8 073-452-3667 歯科

山本歯科矯正 640-0402 紀の川市貴志川町北山379 0736-64-3014 歯科、矯正歯科
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医療法人 彌栄会　やよいメディカルクリニック 649-6215 岩出市中迫139 0736-62-7777
整形外科、リハビリテーション科、外科、放射線科、内科、糖尿病内科、内分泌・
代謝内科、消化器内科

ゆあさクリニック 643-0021 有田郡有田川町下津野1288-1 0737-52-8880 内科、消化器科、呼吸器科、J放射線科

ゆあさ歯科医院 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東98-8 073-623-2047 歯科、歯科口腔外科

医療法人 弘仁会　ゆうゆうクリニック 641-8401 和歌山市福島269-8 073-457-1130 ペインクリニック(麻酔科)、内科

湯川温泉診療所 649-5338 東牟婁郡那智勝浦町二河71 0735-52-1050 リウマチ科、内科

湯川歯科医院 640-0112 和歌山市西庄259-7 073-454-6066 一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科

医療法人　湯川歯科医院 640-8392 和歌山市中之島678番地1 073-433-5300 歯科、小児歯科

楊消化器クリニック 640-8269 和歌山市小松原通5丁目20 073-427-2155 内科、外科、消化器内科、循環器内科、肛門外科

よこい耳鼻咽喉科 640-0332 和歌山市冬野1466-8 073-488-8741 耳鼻咽喉科、アレルギー科

横手クリニック 648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山800 0736-54-3111
脳神経外科、循環器内科、消化器内科、リハビリテーション科、外科、内科、呼吸
器内科

医療法人 横山クリニック　横山内科 641-0043 和歌山市宇須1-5-15 073-422-1741
内科、胃腸内科、循環器内科、呼吸器内科、小児科、アレルギー科、リウマチ科、
放射線科、リハビリテーション科

吉岡医院 649-0304 有田市箕島656-7 0737-82-3801 内科、小児科、婦人科

吉岡レディースクリニック 643-0034 有田郡有田川町小島291 0737-52-7503 産婦人科、小児科

吉川内科循環器科 642-0028 海南市幡川185-1 073-484-2525 循環器科、内科

良田医院 597-0033 貝塚市半田77-4 072-422-7282 内科、小児科、外科、脳神経外科、神経内科

吉村眼科医院 640-8106 和歌山市三木町中ノ丁１　三木町ビル2F 073-432-0314 眼科

医療法人 よしむら会　吉村内科医院 643-0004 有田郡湯浅町湯浅690 073-763-4666 内科、小児科、循環器科、胃腸科、呼吸器科、放射線科、リハビリテーション科

医療法人 誠人会　与田病院 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川1849-11 072-495-0801
内科、糖尿病内科、内分泌内科、呼吸器内科、消化器内科、心療内科、精神科、
神経内科、整形外科、外科、形成外科、リハビリテーション科

米田医院 649-6314 和歌山市島234-6 073-461-7807 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

医療法人 幸生会　米田小児科医院 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺437-13 0736-22-3065 小児科、アレルギー科

米満内科 640-8341 和歌山市黒田108-7 073-471-2555 内科

医療法人 永敏会　楽得内科 640-8336 和歌山市柳丁39番地 073-424-3003 内科、胃腸科、小児科、放射線科

医療法人 真正会　龍神整形外科 641-0008 和歌山市北中島1丁目5番1号 073-436-0001 整形外科、外科、リハビリテーション科

リョーヤコマツクリニック 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1番りんくうゲートタワービル17階 072-463-7003 内科、循環器科

医療法人財団 医親会　りんくうタウンクリニック 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1番りんくうゲートタワービル８F 072-460-1100 内科

社会医療法人 三和会　りんくう永山病院 598-0047 泉佐野市りんくう往来南2-3 072-469-3322 内科、リハビリ科、精神科

りんくう橋本リウマチ整形外科 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1番地りんくうパビリオ東棟 072-469-4152 リウマチ科、整形外科

レディースクリニック和 649-6248 岩出市中黒1-3 0736-67-7336 婦人科、産婦人科

医療法人 曙会　和歌浦中央病院 641-0054 和歌山市塩屋6丁目2番70号 073-444-1600
内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、神経内科、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

公益財団法人 和歌山県民総合健診センター 640-8319 和歌山市手平2丁目1番2号和歌山ビッグ愛5F 073-435-5206 生活習慣病予防健診、定期健診、特定健診、がん健診、特殊健診・その他

和歌山つくし医療・福祉センター 649-6215 岩出市中迫665 0736-62-4121 小児科、内科、リハビリテーション科

橋本市民病院 648-0005 橋本市小峰台2-8-1 0736-37-1200

総合内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、代謝内科、小児科、外科、乳
腺呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産
婦人科、眼科、救急科、耳鼻いんこう科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、病
理診断科

和歌山ブレストクリニック 640-8203 和歌山市東蔵前丁39　キーノ和歌山3階 073-425-3200 乳腺外科

和歌山ろうさい病院 640-8505 和歌山市木ノ本93番１ 073-451-3181
内科、循環器内科、神経内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、外
科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、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

和田医院 640-8356 和歌山市北ノ新地上六軒丁一 073-422-2239 産婦人科、内科

和田胃腸科医院 640-8323 和歌山市太田1丁目4-21 073-473-5252 胃腸科

和田胃腸科内科 640-8314 和歌山市神前126-3 073-472-1789 内科、胃腸科

医療法人 昭陽会　綿貫整形外科 649-6331 和歌山市北野281 073-462-6200 整形外科

綿貫第二クリニック 649-6331 和歌山市北野字川原田285 073-462-6202 麻酔科、整形外科

和中内科・循環器科 641-0024 和歌山市和歌浦西1-7-1　 073-444-0880 内科、循環器科

※　上記以外の医療機関からの紹介についても対応しています。
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