
Ｒ１．１０．７現在

医療法人愛輪会
あい整形外科リハビリクリニック 岡本　賢俊 599-0301 泉南郡岬町淡輪３７１７ 072-491-3536

医療法人和深会
江川クリニック胃腸・肛門科 江川　博 599-0303 泉南郡岬町深日１８２８－１ 0724-92-1500

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

多屋クリニック 多屋　光康 640-8322 和歌山市秋月２４ 073-471-2481

小池胃腸科 小池　正人 641-0044 和歌山市今福２丁目１－５３ 073-422-1729

坂本内科 坂本　健一 641-0044 和歌山市今福４－１－９ 073-425-2588

横山クリニック横山内科 横山　申彦 641-0043 和歌山市宇須1-5-15 073-422-1741

伊藤内科 伊藤　周平 640-6145 和歌山市岡山丁３２ 073-423-1141

佐谷医院 佐谷　修 640-0103 和歌山市加太１１７５－１１ 073-459-0563

医療法人　上西内科 上西　豊基 640-8243 和歌山市徒町２８ 073-422-2965

まえだ内科クリニック 前田　浩輝 640-8391 和歌山市加納１２２番地１２ 073-474-0080

医療法人　岩橋内科 岩橋　司 641-0008 和歌山市北中島１丁目7-12 073-427-1030

宮本内科 宮本　久夫 641-0012 和歌山市紀三井寺1-53 073-414-1300

田畑内科 田畑　宏 641-0014 和歌山市毛見３４２－１２ 073-444-3000

有本胃腸科・内科 有本　重也 640-8265 和歌山市小松原５丁目５－３ 073-436-5010

武田医院 武田　博之 640-8441 和歌山市栄谷１９９－１ 073-455-4500

坂田内科 坂田　晃彦 641-0003 和歌山市坂田４５３ 073-474-7119

あおたハートクリニック 青田　正樹 640-8142 和歌山市三番丁５４三番丁タワー１階 073-427-0324

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

医療法人平静会　新谷医院 新谷　潤二 640-8125 和歌山市島崎町７丁目１４番地 073-422-6629

有田内科 有田　啓子 640-8159 和歌山市十一番丁51 073-433-7899

阪井循環器内科医院 阪井　康仁 640-8152 和歌山市十番丁１２　十番丁ビル 073-422-0534

得津医院 得津　修一 640-8372 和歌山市新大工町７ 073-432-1092

あきさきクリニック 明嵜　太一 641-0002 和歌山市新中島１２５－１ 073-475-4165

医療法人　中谷クリニック 中谷　正輝 640-8212 和歌山市杉ノ馬場２丁目９１ 073-428-2000

医療法人桜の会
　前田外科

前田　政克 640-8483 和歌山市園部９６９－２ 073-461-0002

道浦クリニック 道浦　準 640-8315 和歌山市津秦113-5 073-472-7377

大河内医院 大河内　英作 641-0006 和歌山市中島４２９－１ 073-473-5800
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野村内科医院 野村　康晴 640-8392 和歌山市中之島６８８－１ 073-433-6533

医療法人裕紫会
　中谷病院

田上　豊 640-8303 和歌山市鳴神１２３番地の１ 073-471-3111

医療法人裕紫会
　中谷病院

野中　幸男 640-8303 和歌山市鳴神１２３番地の１ 073-471-3111

医療法人裕紫会
　中谷病院

西野　信夫 640-8303 和歌山市鳴神１２３番地の１ 073-471-3111

医療法人裕紫会
　中谷病院

髙野　江麻 640-8303 和歌山市鳴神１２３番地の１ 073-471-3111

医療法人裕紫会
　中谷病院

末本　浩基 640-8303 和歌山市鳴神１２３番地の１ 073-471-3111

医療法人裕紫会
　中谷病院

小村　隆洋 640-8303 和歌山市鳴神１２３番地の１ 073-471-3111

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

本多内科クリニック 本多　俊裕 640-8235 和歌山市東長町６－３３ 073-425-3661

瀧本クリニック 瀧本　幹之 640-8113 和歌山市広瀬通丁2丁目3 073-425-6161

医療法人靖徳会
　花野医院

花野　靖久 649-8339 和歌山市弘西７７４－１０ 073-461-8189

みつばクリニック 野口　保蔵 640-8268 和歌山市広道38 073-422-2122

浜病院 柏木　秀夫 640-8137 和歌山市吹上２－４－７ 073-436-2141

浜病院 原　ひとみ 640-8137 和歌山市吹上２－４－７ 073-436-2141

愛普会　中江病院 西山　秀樹 640-8461 和歌山市船所３０－１ 073-451-0222

嶋倉クリニック 木村　芳毅 641-0045 和歌山市堀止西１丁目３－５ 073-423-3800

有馬医院 有馬　純義 640-8136 和歌山市堀止東２丁目８番３号 073-422-8451

医療法人　村上内科 村上　整 641-0033 和歌山市松ヶ丘１丁目８番１３号 073-446-3070

渡辺内科 渡邊　茂樹 640-8315 和歌山市湊３２１８ 073-425-0323

ナカムラメディカルクリニック 中村　吉成 640-8005 和歌山市元寺町南ノ丁５０番 073-433-3305

松本内科クリニック 松本　啓希 641-0022 和歌山市和歌浦南２－２－１ 073-448-2558

みなかたクリニック 南方　常夫 641-0055 和歌山市和歌川町１０－３９ 073-445-1147

星野胃腸クリニック 星野　好則 640-8342 和歌山市友田町５－３２ 073-422-0007

じょうはたクリニック 上畑　清文 640-8314 和歌山市神前３２２－６ 073-475-8050

辻岡医院 辻岡　悦二 649-6271 和歌山市満屋８８－１ 073-477-1868

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

伏虎リハビリテーション病院 中谷　匡登 640-8151 和歌山市屋形町１－１１ 073-433-4488

高山病院 高山　　勇 641-0007 和歌山市小雑賀3-1-11 073-426-2151
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さかぐち医院 坂口　輝夫 640-8039 和歌山市宇治袋町13 073-427-0072

ねごろクリニック 根來　佳則 640-8392 和歌山市中之島2345 073-435-0411

有本クリニック 有本　潤司 640-8323 和歌山市太田38-14 073-475-3900

井関循環器科内科 井関　冨美子 641-0014 和歌山市毛見173-4 073-444-8111

さくら内科クリニック 石原　靖士 640-8341 和歌山市黒田18-6 073-494-7071

中西内科呼吸器内科クリニック 中西　宏公 641-0054 和歌山市塩屋5丁目122-1 073-445-2255

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

うらがみ内科クリニック 浦神　一浩 640-8391 和歌山市加納２９７－１ 073-475-4970

西川内科クリニック 西川　猛 640-8341 和歌山市黒田１－２－４ 073-471-0002

福外科病院 福　昭人 641-0021 和歌山市和歌浦東３－５－３１ 073-445-3101

和歌山駅前つじもと内科・
呼吸器内科アレルギー科

辻本　直貴 640-8341 和歌山市黒田９５－５ 073-476-5676

木下クリニック 木下　達之 642-0011 海南市黒江７１５ 073-484-5411

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

さいかクリニック 雑賀　明宏 649-0123 海南市下津町丁９７－１ 073-494-1111

かわむら医院 川村　貴秀 649-0101 海南市下津町下津７８５の２ 073-492-0132

山本医院 三宅　真理子 649-0121 海南市下津町丁丸田147-3 073-492-2219

いぬい内科呼吸器内科クリニック 乾　宏行 642-0032 海南市名高５３９－１８岩崎ビル１Ｆ 073-483-4030

橋本胃腸科 橋本　雅夫 642-0002 海南市日方４３１ 073-483-7877

山根内科 山根　広志 649-0305 有田市港町２３１－２３ 0737-82-5128

石井内科 石井　俊宏 649-0316 有田市宮崎町１９－３ 0737-85-3331

萬谷医院 萬谷　美彦 649-0316 有田市宮崎町２３７ 0737-83-2411

土屋クリニック 土屋クリニック 649-0433 有田市宮崎町須谷５３６－１ 0737-88-2221

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

坊岡医院 坊岡　進一 643-0801 有田郡有田川町徳田４００－１ 0737-52-3054

小野田クリニック 小野田　幸男 643-0004 有田郡湯浅町湯浅１９１７－１ 0737-65-1616

岩橋医院きみのファミリークリニック 岩橋　和裕 640-1121 海草郡紀美野町下佐々２６８ 073-489-2150

にしもと内科クリニック 西本　武司 640-1103 海草郡紀美野町吉野４６－２ 073-489-8338

岩田医院 岩田　光司 649-6214 岩出市水栖５０３－５ 0736-62-6705
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ひらまつクリニック 平松　政高 649-6223 岩出市高塚53-4 0736-69-0022

髙木内科 髙木　洋 649-6531 紀の川市粉河４１８－２ 0736-73-8008

医療法人稲穂会
　稲穂会病院

稲田　吉昭 649-6531 紀の川市粉河７５６－３ 0736-74-2100

上田内科クリニック 上田　晃子 649-6428 紀の川市東国分４３１－１ 0736-77-6690

西岡内科胃腸科 西岡　正好 649-6111 紀の川市桃山町最上８４－５ 0736-66-2223

赤ひげクリニック 豊田　敬生 649-6123 紀の川市桃山町神田３７８ 0736-66-9003

御坊なかむらクリニック 中村　成宏 644-0011 御坊市湯川町財部715 0738-52-8020
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