
医療法人鶴寿会酒井内科 640-0103 和歌山県和歌山市加太939-10 073-459-2277 ○

佐谷医院 640-0103 和歌山県和歌山市加太1175の11 073-459-0563 ○

北山健医院 640-0112 和歌山県和歌山市西庄187-5 073-454-6234 ○

ファミリークリニックしんか 640-0112 和歌山県和歌山市西庄862-5 073-456-3741 ○

西庄園診療所 640-0112
和歌山県和歌山市西庄字八王寺
1133-2

073-452-8856 ○

医療法人紀央会高田整形外科内科
クリニック

640-0112 和歌山県和歌山市西庄338-57 073-453-7733 ○

岡内科・胃腸科クリニック 640-0301 和歌山県和歌山市木枕41-1 073-497-5800 ○

松尾クリニック 640-0323 和歌山県和歌山市小瀬田109-2 073-479-5055 ○

まきのクリニック 640-0332 和歌山県和歌山市冬野1761-10 073-479-3567 ○

寒川内科医院 640-0345 和歌山県和歌山市桑山164の3 073-479-3633 ○

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

高尾内科医院 640-0401
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖
5-4

0736-64-8700 ○

久保外科 640-0413
和歌山県紀の川市貴志川町神戸
212-2

0736-64-5788 ○

神戸坂口クリニック 640-0413
和歌山県紀の川市貴志川町神戸
644

0736-64-1105 ○

井畑内科医院 640-0415
和歌山県紀の川市貴志川町長原
436-1

0736-64-6022 ○

まつもと内科 640-0416
和歌山県紀の川市貴志川町長山
244

0736-65-3111 ○

浅江胃腸科 640-0416
和歌山県紀の川市貴志川町長山
277-214

0736-64-8050 ○

坂口内科 640-0424
和歌山県紀の川市貴志川町井ﾉ口
577-1

0736-64-7801 ○

しおたにクリニック 640-0441 和歌山県海南市七山350 073-486-0010 ○

医療法人紀西会にしもと内科クリ
ニック

640-1103
和歌山県海草郡紀美野町吉野46-
2

073-489-8338 ○

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

073-489-2150 ○

谷田クリニック 640-1141
和歌山県海草郡紀美野町小畑
668-1

073-489-6800 ○

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198 073-489-2178 ○ ○ ○

木村医院 640-1175 和歌山県海南市沖野々260 073-487-3100 ○

紀美野町国民健康保険国吉診療所 640-1363
和歌山県海草郡紀美野町田63番
地

073-498-0002 ○
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紀美野町国民健康保険長谷毛原診
療所

640-1473
和歌山県海草郡紀美野町毛原宮
254番地-5

073-499-0300 ○

医療法人紀成会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50 073-433-3305 ○

やましたレディース・マタニティクリ
ニック

640-8007 和歌山県和歌山市元寺町西ﾉ丁9 073-426-8111 ○

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丁目
30番地

073-431-3900 ○

西川内科診療所 640-8028
和歌山県和歌山市匠町29小山ﾋﾞﾙ
1F

073-431-0526 ○

医療法人伊奈胃腸科 640-8033 和歌山県和歌山市本町2丁目42 073-428-1717 ○

金澤内科クリニック 640-8033 和歌山県和歌山市本町6丁目26 073-418-1171 ○

藤永医院 640-8038 和歌山県和歌山市北町41 073-432-1200 ○

さかぐち医院 640-8039
和歌山県和歌山市宇治袋町13番
地

073-427-0072 ○

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

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
番地

073-435-5552 ○

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

生協芦原診療所 640-8124 和歌山県和歌山市雄松町2丁目55 073-423-4349 ○

新谷医院 640-8125
和歌山県和歌山市島崎町7丁目14
番地

073-422-6629 ○

江本内科 640-8134 和歌山県和歌山市芦辺丁10 073-425-4096 ○

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1-60 073-488-1115 ○

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

根来産婦人科医院 640-8137
和歌山県和歌山市吹上4丁目1番
28号

073-425-3351 ○

多田内科 640-8137
和歌山県和歌山市吹上2丁目2番
32東洋ﾋﾞﾙ1階

073-431-6525 ○

医療法人浜病院 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2-4-7 073-436-2141 ○

吹上クリニック 640-8137
和歌山県和歌山市吹上2丁目5番
28号

073-423-2700 ○

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101

073-427-0324 ○

医療法人弘仁会瀬藤病院 640-8145 和歌山県和歌山市岡山丁71 073-424-3181 ○

さかつじ内科 640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁62 073-433-0880 ○

医療法人匡慈会伏虎リハビリテー
ション病院

640-8151
和歌山県和歌山市屋形町1丁目11
番地

073-433-4488 ○
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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

073-402-0011 ○

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丁目26
番地

073-433-2002 ○

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
丁ﾋﾞﾙ1F

073-422-0534 ○

中山内科 640-8152 和歌山県和歌山市十番丁61 073-433-8355 ○

西本クリニック 640-8156
和歌山県和歌山市七番丁16番地
和一ﾋﾞﾙ2F

073-428-1220 ○

社会福祉法人恩賜財団済生会和歌
山病院

640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁45 073-424-5185 ○

十一番丁てらしたクリニック 640-8159 和歌山県和歌山市十一番丁18 073-425-1123 ○

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

中山レディースクリニック 640-8203
和歌山県和歌山市東蔵前丁4番地
ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ2階

073-402-3741 ○

内科･生活習慣病くらしクリニック 640-8203
和歌山県和歌山市東蔵前丁39 ｷｰ
ﾉ和歌山3階

073-494-3355 ○

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12 073-422-1727 ○

医療法人やすだ堀口記念病院 640-8222
和歌山県和歌山市湊本町三丁目4
番地1

073-435-0113 ○

医療法人井上井上整形外科･内科 640-8228 和歌山県和歌山市小人町南ﾉ丁20 073-433-2500 ○

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

岡本クリニック 640-8237 和歌山県和歌山市材木丁73 073-432-3244 ○

上西内科 640-8243 和歌山県和歌山市徒町28 073-422-2965 ○

みつばクリニック 640-8268 和歌山県和歌山市広道38 073-422-2122 ○

喜多クリニック和歌山診療所 640-8269
和歌山県和歌山市小松原通1丁目
1-11大岩ﾋﾞﾙ3階

073-425-2235 ○ ○ ○

医療法人友和会今村病院 640-8272
和歌山県和歌山市砂山南2丁目4-
21

073-425-3271 ○

葵町クリニック 640-8273 和歌山県和歌山市葵町2-33 073-432-7876 ○

上中クリニック 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1583-1 073-475-5030 ○

風土記の丘診療所 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1271-1 073-473-6070 ○

舩橋クリニック 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋316 073-472-2666 ○

医療法人久仁会宇都宮病院 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神505-4 073-471-1111 ○

医療法人裕紫会中谷病院 640-8303
和歌山県和歌山市鳴神123番地の
1

073-471-3111 ○ ○ ○
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加守田医院 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神505-13 073-475-1175 ○

まつもとクリニック 640-8304 和歌山県和歌山市松島347-5 073-476-0801 ○

中村クリニック 640-8312 和歌山県和歌山市森小手穂720-5 073-472-7700 ○

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

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395-2 073-474-3357 ○

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

吉村消化器クリニック 640-8314 和歌山県和歌山市神前144-12 073-472-7788 ○

かさの医院 640-8314 和歌山県和歌山市神前372-1 073-471-1197 ○

向陽病院 640-8315 和歌山県和歌山市津秦40番地 073-474-2400 ○

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

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

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

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丁目1番2
号 和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛3F

073-435-5195 ○ ○ ○

公益財団法人和歌山県民総合健診
センター

640-8319
和歌山県和歌山市手平2丁目1番2
号

073-435-5206 ○

医療法人久和会花山ママクリニック 640-8322 和歌山県和歌山市秋月483 073-474-1001 ○

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

073-471-2481 ○

しんどうなおこクリニック 640-8322 和歌山県和歌山市秋月275-1 073-472-0333 ○

小池クリニック 640-8323
和歌山県和歌山市太田2丁目13番
25号ﾋﾛﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

073-474-0333 ○

医療法人紀の国会和田胃腸科医院 640-8323
和歌山県和歌山市太田一丁目4-
21

073-473-5252 ○

木下胃腸科内科医院 640-8323 和歌山県和歌山市太田554-5 073-471-6470 ○

医療法人有紀会さとう内科 640-8323 和歌山県和歌山市太田667-6 073-475-0111 ○

なかむら消化器科・内科 640-8323 和歌山県和歌山市太田70-13 073-475-5385 ○

太田医院 640-8323
和歌山県和歌山市太田1丁目13番
10号 太田ﾋﾞﾙ2F

073-473-0010 ○

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

須佐病院 640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町4-30 073-427-1111 ○
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医療法人了生会古梅記念病院 640-8325 和歌山県和歌山市新生町5-37 073-431-0351 ○

さわ内科医院 640-8326 和歌山県和歌山市新留丁32 073-422-2365 ○

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

073-423-9888 ○

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
番地12

073-433-5566 ○

医療法人英邦会石本胃腸肛門クリ
ニック

640-8329
和歌山県和歌山市田中町3丁目1
番地

073-422-6524 ○

なおや内科クリニック 640-8331
和歌山県和歌山市美園町3丁目34
けやきONE201

073-427-0012 ○

けやきメンタルクリニック 640-8331
和歌山県和歌山市美園町3-34 け
やきONE2F202

073-431-5560 ○

浦医院胃腸肛門科 640-8341
和歌山県和歌山市黒田1丁目1番
10ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ上林1F

073-475-1113 ○

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

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番4
号寺本興産ﾋﾞﾙ1F

073-471-0002 ○

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

橘医院 640-8341 和歌山県和歌山市黒田117 073-471-3940 ○

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 ○

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丁目18 073-432-2666 ○

星野クリニック 640-8342
和歌山県和歌山市友田町5丁目32
番地

073-422-0007 ○

医療法人博文会児玉病院 640-8342
和歌山県和歌山市友田町四丁目
130番地A-tower

073-436-6557 ○

ひうらクリニック 640-8342
和歌山県和歌山市友田町5-43山
植ﾋﾞﾙ2F

073-433-7556 ○

和歌山駅前たまき乳腺外科クリニッ
ク

640-8342
和歌山県和歌山市友田町4-130 A
ﾀﾜｰ206

073-488-8610 ○

黒田医院 640-8343 和歌山県和歌山市吉田318番地 073-422-3990 ○

生馬医院 640-8343 和歌山県和歌山市吉田436 073-422-1458 ○

医療法人スミヤ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10-1 073-475-1230 ○

和田医院 640-8356
和歌山県和歌山市北ﾉ新地上六軒
丁1

073-422-2239 ○

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

和歌山生協病院 640-8390 和歌山県和歌山市有本143-1 073-471-7711 ○ ○

和歌山生協病院附属診療所 640-8390 和歌山県和歌山市有本141-1 073-471-8171 ○ ○
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森内科クリニック 640-8390 和歌山県和歌山市有本226-12 073-402-3281 ○

いまえクリニック 640-8391 和歌山県和歌山市加納201-8 073-412-1126 ○

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

まえだ内科クリニック 640-8391 和歌山県和歌山市加納122-12 073-474-0080 ○

野村内科医院 640-8392 和歌山県和歌山市中之島688-1 073-433-6533 ○

サンクリニック 640-8392 和歌山県和歌山市中之島1716 073-402-7750 ○

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

ゆうゆうクリニック 640-8401 和歌山県和歌山市福島269-8 073-457-1130 ○

奥本医院 640-8401 和歌山県和歌山市福島561 073-455-0709 ○

ほんだ内科クリニック 640-8401 和歌山県和歌山市福島88-5 073-488-9151 ○

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133-1 073-480-1233 ○

淀澤医院 640-8402 和歌山県和歌山市野崎18-1 073-457-2393 ○

北島橋クリニック 640-8403 和歌山県和歌山市北島558-1 073-457-2626 ○

(医)みうら循環器内科 640-8403
和歌山県和歌山市北島453ｺﾝﾌﾟﾗ
ﾍﾞﾙﾃﾞⅡ1FA-1号室

073-480-6100 ○

いしぐちクリニック 640-8403
和歌山県和歌山市北島453-1 ｺﾝ
ﾌﾟﾗﾍﾞﾙﾃﾞ1F

073-452-7000 ○

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番地 073-454-4115 ○

医療法人渡辺内科 640-8404 和歌山県和歌山市湊3218 073-425-0323 ○

有井医院 640-8404 和歌山県和歌山市湊2-7-8 073-455-3411 ○

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番地26 073-488-3277 ○

医療法人青松会河西田村病院 640-8413
和歌山県和歌山市島橋東ﾉ丁1番
11号

073-455-1015 ○

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6-2-22 073-457-0870 ○

みなかた内科 640-8425 和歌山県和歌山市松江北5-5-9 073-480-5556 ○

かわばた産婦人科 640-8432 和歌山県和歌山市土入25-1 073-453-0600 ○

しま内科胃腸科クリニック 640-8432 和歌山県和歌山市土入168-52 073-455-6600 ○

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番地 073-452-1233 ○
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平井診療所 640-8432 和歌山県和歌山市土入291-86 073-480-5262 ○

西村内科医院 640-8434 和歌山県和歌山市榎原13-4 073-451-3125 ○

榎原内科医院 640-8434 和歌山県和歌山市榎原272-27 073-454-2662 ○

宇治田循環器科内科 640-8434
和歌山県和歌山市榎原204番地の
8

073-455-6699 ○

ありいクリニック 640-8434 和歌山県和歌山市榎原84-1 073-457-9500 ○

医療法人弘愛会黒田医院 640-8435 和歌山県和歌山市古屋64番地 073-451-7458 ○

はんだ内科クリニック 640-8435 和歌山県和歌山市古屋57-2 073-460-7961 ○

せせらぎクリニック 640-8435 和歌山県和歌山市古屋153-7 073-499-7712 ○

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

医療法人栄会貴志内科 640-8441 和歌山県和歌山市栄谷745 073-455-1120 ○

医療法人長谷川内科医院 640-8441 和歌山県和歌山市栄谷2番地の3 073-457-2339 ○

河西診療所 640-8442 和歌山県和歌山市平井66-1 073-451-6177 ○

医療法人石井内科 640-8443
和歌山県和歌山市延時147-13ｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2F

073-452-3010 ○

北山クリニック 640-8444 和歌山県和歌山市次郎丸78-3 073-454-2700 ○

増井内科 640-8444 和歌山県和歌山市次郎丸69-1 073-453-7677 ○

(医)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
と台ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ4階

073-499-8801 ○ ○ ○

たかたクリニック 640-8453 和歌山県和歌山市木ﾉ本119-5 073-455-5550 ○

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

医療法人愛晋会中江病院 640-8461 和歌山県和歌山市船所30-1 073-451-0222 ○ ○ ○

三木内科 640-8463 和歌山県和歌山市楠見中169-1 073-454-8115 ○

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

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

医療法人博文会紀泉KDクリニック 640-8471
和歌山県和歌山市善明寺358番地
1

073-454-5515 ○

クリニック宮本 640-8472 和歌山県和歌山市大谷106-1 073-454-1500 ○

飯沼内科医院 640-8481 和歌山県和歌山市直川1297 073-461-9931 ○
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にしたに内科 640-8481 和歌山県和歌山市直川960-3 073-462-4131 ○

黒田内科医院 640-8481 和歌山県和歌山市直川西端1-8 073-464-1600 ○

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35-1 073-461-2777 ○

医療法人塩﨑医院 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷363の3 073-461-8004 ○

なんぶ胃腸科内科 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷1022-1 073-461-3511 ○

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号

073-464-2350 ○

医療法人桜の会前田外科 640-8483 和歌山県和歌山市園部969-2 073-461-0002 ○

岡本医院 640-8483 和歌山県和歌山市園部596-156 073-455-6468 ○

独立行政法人労働者健康安全機構
和歌山労災病院

640-8505 和歌山県和歌山市木ﾉ本93-1 073-451-3181 ○ ○ ○

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4-20 0120-991-376 ○

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 ○ ○

坂田内科 641-0003 和歌山県和歌山市坂田453 073-474-7119 ○

恵みクリニック 641-0003 和歌山県和歌山市坂田641-2 073-499-4169 ○ ○

医療法人稲祥会稲田病院 641-0004 和歌山県和歌山市和田1175 073-472-1135 ○

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

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

高山病院 641-0007
和歌山県和歌山市小雑賀3丁目1-
11

073-426-2151 ○

岩橋内科 641-0008 和歌山県和歌山市北中島1-7-12 073-427-1030 ○

医療法人推恩会しおたに循環器内
科クリニック

641-0011 和歌山県和歌山市三葛677-1 073-446-3333 ○

桜照会さくらい乳腺外科クリニック 641-0011 和歌山県和歌山市三葛279-5 073-448-3366 ○

川﨑医院 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺1099 073-444-1005 ○

中場胃腸科内科 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺620-9 073-444-3111 ○

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

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

医療法人 山本内科・消化器科 641-0013 和歌山県和歌山市内原937-28 073-447-2203 ○
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上山病院 641-0013 和歌山県和歌山市内原998 073-446-1200 ○

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

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

琴の浦リハビリテーションセンター付
属病院

641-0014 和歌山県和歌山市毛見1451 073-444-3141 ○

MIZ麻川クリニック 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1103-1 073-447-0729 ○

山口医院 641-0014 和歌山県和歌山市毛見295-21 073-444-3872 ○

嶋内科医院 641-0015 和歌山県和歌山市布引607の1 073-447-0047 ○

医療法人青木整形外科 641-0015 和歌山県和歌山市布引763-8 073-446-2110 ○

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

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番31号

073-445-3101 ○

三谷医院 641-0021
和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目
5-53

073-499-7013 ○

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

村上内科 641-0033
和歌山県和歌山市松ヶ丘1丁目8
番13号

073-446-3070 ○

医療法人圭泉会三谷整形外科・内
科

641-0034 和歌山県和歌山市新高町9-10 073-444-6311 ○

秋田クリニック 641-0035 和歌山県和歌山市関戸4丁目3-10 073-445-2700 ○

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丁目6番
44号

073-444-4060 ○

嶋本脳神経外科・内科 641-0036 和歌山県和歌山市西浜921-4 073-446-3636 ○

竹内内科胃腸科 641-0036 和歌山県和歌山市西浜973-12 073-441-5501 ○

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

医療法人橋本病院 641-0041
和歌山県和歌山市堀止南ﾉ丁4番
31号

073-426-3388 ○

医療法人療明会半羽胃腸病院 641-0041
和歌山県和歌山市堀止南ﾉ丁4番
11号

073-436-3933 ○

横山内科 641-0043
和歌山県和歌山市宇須1丁目5番
15号

073-422-1741 ○

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

今福診療所 641-0044 和歌山県和歌山市今福2丁目1-16 073-425-2775 ○

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

073-423-3800 ○

宮本医院 641-0051
和歌山県和歌山市西高松1丁目5
番36号

073-422-6065 ○

松本内科クリニック 641-0051
和歌山県和歌山市西高松1丁目8-
10

073-488-3542 ○

虎谷医院 641-0052 和歌山県和歌山市東高松2-9-20 073-423-2157 ○

浜田脳神経外科・内科 641-0052
和歌山県和歌山市東高松3丁目4
番25号

073-445-7331 ○

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の
70

073-444-1600 ○

医療法人藤民病院 641-0054
和歌山県和歌山市塩屋3丁目6番2
号

073-445-9881 ○

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

073-445-2255 ○

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

田中内科医院 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町7-28 073-447-0222 ○

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番19号 073-445-5770 ○

医療法人琴仁会石本病院 642-0001 和歌山県海南市船尾365 073-482-5063 ○

医療法人恵友会恵友病院 642-0001 和歌山県海南市船尾264-2 073-483-1033 ○ ○ ○

笠松病院 642-0001 和歌山県海南市船尾196 073-482-3153 ○

橋本胃腸科 642-0002 和歌山県海南市日方431 073-483-7877 ○

医療法人晃和会谷口病院 642-0002 和歌山県海南市日方327-11 073-482-2500 ○

海南医療センター 642-0002 和歌山県海南市日方1522番地1 073-482-4521 ○

くらはしクリニック 642-0011 和歌山県海南市黒江543 073-483-4013 ○

山本胃腸科外科内科 642-0012 和歌山県海南市岡田83-1 073-483-7755 ○

山本医院 642-0015 和歌山県海南市且来632-1 073-482-0189 ○

医療法人天竹会竹中整形外科・内
科

642-0023 和歌山県海南市重根11-1 073-487-4171 ○

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

吉川内科循環器科 642-0028 和歌山県海南市幡川185-1 073-484-2525 ○

しんがきクリニック 642-0032 和歌山県海南市名高535-5 073-483-5252 ○

おくクリニック 642-0032 和歌山県海南市名高243番地 073-483-5421 ○
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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番地1 073-484-5001 ○

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506-4 073-482-4346 ○

医療法人宏和会いぬい内科呼吸器
内科クリニック

642-0032
和歌山県海南市名高539番地18岩
崎ﾋﾞﾙ1F

073-483-4030 ○

山西内科 642-0034 和歌山県海南市藤白166-9 073-483-2200 ○

ごとうクリニック 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅3163 0737-64-0101 ○

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

小野田クリニック 643-0004
和歌山県有田郡湯浅町湯浅1917-
1

0737-65-1616 ○

澳内科医院 643-0004
和歌山県有田郡湯浅町湯浅1054
の1

0737-62-3649 ○

児島医院 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅686 0737-62-2066 ○

橋本胃腸肛門外科 643-0004
和歌山県有田郡湯浅町湯浅1749-
3

0737-62-2226 ○

吉村内科医院 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅690 0737-63-4666 ○

エバグリーン廣甚
株式会社

643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1590 0737-63-5600 ○ ○

済生会有田病院 643-0007 和歌山県有田郡湯浅町吉川52-6 0737-63-5561 ○

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 ○

亀井クリニック 643-0023
和歌山県有田郡有田川町熊井
439-1

0737-52-8181 ○

しまクリニック 643-0025
和歌山県有田郡有田川町土生
371-26

0737-52-7881 ○

吉岡レディースクリニック 643-0034 和歌山県有田郡有田川町小島291 0737-52-7503 ○

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
番地1

0737-52-6188 ○ ○ ○

有田南病院 643-0034
和歌山県有田郡有田川町大字小
島15

0737-52-3730 ○ ○ ○

横矢クリニック 643-0071 和歌山県有田郡広川町広1518 0737-65-2333 ○

寿楽園診療所 643-0142 和歌山県有田郡有田川町小川992 0737-32-3221 ○

くすばやし医院 643-0152
和歌山県有田郡有田川町金屋
256-1

0737-32-2336 ○

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

0737-32-5552 ○

医療法人みのり会みのりクリニック 643-0166 和歌山県有田郡有田川町吉原908 0737-32-2512 ○

オレンジクリニック 643-0166
和歌山県有田郡有田川町吉原522
番地

0737-32-4665 ○
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笠松医院 643-0366 和歌山県有田郡有田川町粟生547 0737-22-0304 ○

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

0737-25-9030 ○

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

0737-23-0460 ○

松谷医院 643-0601 和歌山県有田郡有田川町押手672 0737-26-0011 ○

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 0737-26-0311 ○

坊岡医院 643-0801
和歌山県有田郡有田川町徳田
406-1

0737-52-3054 ○

宮本クリニック 643-0801
和歌山県有田郡有田川町徳田97-
6

0737-52-6777 ○

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 0737-53-2666 ○

山羽胃腸科内科 644-0002 和歌山県御坊市薗652-2 0738-22-1968 ○

天津医院 644-0002 和歌山県御坊市薗308-7 0738-22-5351 ○

池田内科クリニック 644-0002 和歌山県御坊市薗381-6 0738-24-0800 ○

医療法人髙辻内科胃腸科 644-0002 和歌山県御坊市薗489-5 0738-24-0102 ○

西本医院 644-0003 和歌山県御坊市島174-13 0738-22-0456 ○

松下内科 644-0003 和歌山県御坊市島114の6 0738-22-2090 ○

井本内科 644-0003 和歌山県御坊市島232-8 0738-22-2228 ○

御坊なかむらクリニック 644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部715番
地

0738-52-8020 ○

社会医療法人黎明会北出病院 644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部728の
4

0738-24-3000 ○

深谷外科医院 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部670-1 0738-23-1881 ○

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

0738-22-6428 ○

社会医療法人黎明会
健診センター・キタデ

644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部733-1 0738-24-3000 ○ ○ ○

中島医院 644-0012
和歌山県御坊市湯川町小松原
380-11

0738-22-0168 ○

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

0738-32-0011 ○

医療法人kinoe紀伊クリニック 644-0012
和歌山県御坊市湯川町小松原
615-1

0738-24-2222 ○

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 0738-29-2951 ○

もりばた医院 644-0025
和歌山県御坊市塩屋町北塩屋
1087

0738-23-0111 ○
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森本医院 644-0041 和歌山県日高郡美浜町田井313-1 0738-24-3333 ○

龍神医院 644-0043 和歌山県日高郡美浜町吉原264 0738-22-6686 ○

医療法人大原内科 644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田1138-
104

0738-23-3300 ○

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番地

0738-56-0396 ○

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 0738-58-0012 ○

ひだか病院 644-8655 和歌山県御坊市薗116の2 0738-22-1111 ○

辻村外科 645-0001
和歌山県日高郡みなべ町東吉田
282

0739-72-2522 ○

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 0739-77-0029 ○

田辺市龍神中央診療所 645-0415 和歌山県田辺市龍神村西340 0739-78-0009 ○

辻内科医院 646-0003 和歌山県田辺市中万呂133-11 0739-25-3377 ○

杉本胃腸科外科 646-0003 和歌山県田辺市中万呂62-6 0739-26-1133 ○

まろクリニック 646-0004 和歌山県田辺市下万呂393-5 0739-81-1200 ○

ふじたクリニック 646-0005 和歌山県田辺市秋津町158-4 0739-34-3034 ○

あきづクリニック 646-0005 和歌山県田辺市秋津町189-16 0739-34-3090 ○

真寿苑クリニック 646-0012 和歌山県田辺市神島台4番1号 0739-23-1155 ○

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 0739-23-2700 ○

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 0739-81-1532 ○

竹村医院 646-0022 和歌山県田辺市東山1-3-8 0739-26-6700 ○

平畑医院 646-0028 和歌山県田辺市高雄1丁目5番2号 0739-24-8770 ○

なす医院 646-0028 和歌山県田辺市高雄3丁目13-1 0739-25-0025 ○

西川医院 646-0028 和歌山県田辺市高雄1-22-20 0739-22-1483 ○

中西内科胃腸科医院 646-0032 和歌山県田辺市下屋敷町14-2 0739-25-2500 ○

医療法人博信会串医院 646-0035 和歌山県田辺市中屋敷町68-1 0739-22-5017 ○

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番1
号

0739-22-6028 ○

外科内科辻医院 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷3-11-14 0739-22-0534 ○
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柏井内科クリニック 646-0038 和歌山県田辺市末広町6-20 0739-26-4150 ○

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 0739-22-1929 ○

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 0739-24-5333 ○

医療法人医仁会楠本医院 646-0045 和歌山県田辺市片町100 0739-22-3245 ○

医療法人長嶋医院 646-0058 和歌山県田辺市目良32-32 0739-24-3220 ○

玉置医院 646-0063
和歌山県田辺市芳養松原一丁目
12-1

0739-22-2372 ○

まちだ内科クリニック 646-0216 和歌山県田辺市下三栖1257-4 0739-33-8282 ○

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番地

0739-54-0037 ○

鮎川診療所 646-1101 和歌山県田辺市鮎川583-3 0739-48-0031 ○

近野診療所 646-1402
和歌山県田辺市中辺路町近露
1151-1

0739-65-0007 ○

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番1
号

0739-26-7050 ○ ○ ○

紀南病院 646-8588 和歌山県田辺市新庄町46-70 0739-22-5130 ○

橋本クリニック 647-0016 和歌山県新宮市谷王子町2-4 0735-29-7329 ○

一般財団法人新宮病院 647-0018 和歌山県新宮市仲之町2-1-15 0735-22-5137 ○

医療法人米良医院 647-0021 和歌山県新宮市池田3丁目2番1号 0735-22-2710 ○

湊口内科クリニック 647-0042 和歌山県新宮市下田1-1-13 0735-21-3710 ○

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番
20号

0735-21-2110 ○

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 0735-21-2917 ○

みね内科クリニック 647-0043 和歌山県新宮市緑ｹ丘2-2-55 0735-22-5551 ○

味八木胃腸科外科 647-0044 和歌山県新宮市神倉4-6-40 0735-21-5610 ○

木下外科医院 647-0052 和歌山県新宮市橋本1丁目3番5号 0735-23-1122 ○

新谷クリニック 647-0052 和歌山県新宮市橋本2丁目5-54 0735-23-2226 ○

湊口医院 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎2-13-51 0735-31-6660 ○

医療法人井畑医院 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎2-3-21 0735-31-7029 ○

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

0735-23-3088 ○
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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
番地

0735-38-8010 ○

国保北山村診療所 647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大沼312 0735-49-2114 ○

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 0735-42-8880 ○

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番
地の2

0735-42-8101 ○ ○ ○

橋本市民病院 648-0005 和歌山県橋本市小峰台2-8-1 0736-37-1200 ○

小西内科医院 648-0012
和歌山県橋本市隅田町芋生字鳥
井戸37の4

0736-32-9035 ○

梅本診療所 648-0015 和歌山県橋本市隅田町河瀬352 0736-33-0477 ○

小林診療所 648-0043 和歌山県橋本市学文路705番地 0736-32-0469 ○

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 0736-38-3737 ○

藤堂診療所 648-0054 和歌山県橋本市城山台2-12-6 0736-37-3303 ○

小林医院 648-0064 和歌山県橋本市橋本2-2-16 0736-32-0159 ○

森本胃腸肛門科 648-0072
和歌山県橋本市東家1丁目2-25ｻ
ﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ2F

0736-33-0051 ○

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
ｽﾞﾋﾞﾙ1F

0736-39-8080 ○

社会医療法人博寿会山本病院 648-0072 和歌山県橋本市東家6-7-26 0736-32-8899 ○

谷内クリニック 648-0072 和歌山県橋本市東家4-2-4 0736-39-3339 ○

医療法人ミナミ南クリニック胃腸・肛
門科

648-0073 和歌山県橋本市市脇4-7-6 0736-34-0171 ○

医療法人南労会紀和病院 648-0085 和歌山県橋本市岸上18番地の1 0736-33-5160 ○

小林医院 648-0086 和歌山県橋本市神野々385-2 0736-32-0846 ○

おおはぎ内科 648-0094 和歌山県橋本市三石台3-23-6 0736-38-2570 ○

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

0736-26-8646 ○

曽和医院 648-0096 和歌山県橋本市御幸辻218-3 0736-33-3003 ○

医療法人橋本孝佑会奥野クリニック 648-0096 和歌山県橋本市御幸辻148-1 0736-34-0010 ○

萩原内科・小児科 648-0101
和歌山県伊都郡九度山町九度山
1168-2

0736-54-3309 ○

横手クリニック 648-0101
和歌山県伊都郡九度山町九度山
800番地

0736-54-3111 ○

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

0736-54-2017 ○
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花谷医院 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山417 0736-56-3213 ○

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 0736-56-2911 ○

高野町立富貴診療所 648-0401 和歌山県伊都郡高野町西富貴46 0736-53-2013 ○

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 ○

山本医院 649-0121 和歌山県海南市下津町丸田147-3 073-492-2219 ○

石川医院 649-0122 和歌山県海南市下津町黒田106 073-492-2200 ○

西本内科外科医院 649-0122 和歌山県海南市下津町黒田84 073-492-2241 ○

さいかクリニック 649-0123 和歌山県海南市下津町丁97-1 073-494-1111 ○

細部医院 649-0133 和歌山県海南市下津町下279 073-492-2164 ○

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126-1 073-492-5131 ○

西岡医院 649-0144 和歌山県海南市下津町橘本972-5 073-494-0238 ○

角田医院 649-0164 和歌山県海南市下津町上189 073-492-0278 ○

川嶋内科 649-0304 和歌山県有田市箕島882-1 0737-82-0616 ○

楠本内科医院 649-0304 和歌山県有田市箕島930-5 0737-82-4428 ○

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

医療法人千徳会桜ヶ丘病院 649-0304 和歌山県有田市箕島904 0737-83-0078 ○ ○ ○

山根内科 649-0305 和歌山県有田市港町231-23 0737-82-5128 ○

山下内科胃腸科 649-0307 和歌山県有田市初島町里2163 0737-82-1551 ○

栗原整形外科 649-0307 和歌山県有田市初島町里1702 0737-82-5645 ○

江川内科 649-0311 和歌山県有田市辻堂493 0737-83-2853 ○

石井内科 649-0316 和歌山県有田市宮崎町19-3 0737-85-3331 ○

萬谷医院 649-0316 和歌山県有田市宮崎町237 0737-83-2411 ○

有田市立病院 649-0316 和歌山県有田市宮崎町6番地 0737-82-2151 ○

土屋クリニック 649-0433 和歌山県有田市宮原町須谷536-1 0737-88-2221 ○

生馬医院 649-0434 和歌山県有田市宮原町新町40 0737-88-7058 ○
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垣本内科医院 649-0435
和歌山県有田市宮原町滝川原
512-3

0737-88-6660 ○

玉置クリニック 649-1111 和歌山県日高郡由良町里349-1 0738-65-1511 ○

古田医院 649-1211 和歌山県日高郡日高町荊木560 0738-63-2625 ○

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

0738-22-3232 ○

谷本内科小児科 649-1324
和歌山県日高郡日高川町土生
160-4

0738-24-2040 ○

塩路内科胃腸科 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田621 0738-24-0666 ○

上田内科循環器科 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田851-9 0738-24-1555 ○

笹野クリニック 649-1522 和歌山県日高郡印南町古井521 0738-45-0880 ○

小溝クリニック 649-1527
和歌山県日高郡印南町島田1163-
11

0738-43-8000 ○

(医)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

0739-47-3333 ○

吉田診療所 649-2105
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来
616

0739-47-0463 ○

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

0739-83-3600 ○

なかたに医院 649-2105
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来
782番地1

0739-47-0070 ○

中井・丸岡医院 649-2105
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来
1338-3

0739-47-0150 ○

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

0739-47-1100 ○

真貴診療所 649-2201
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田
2792-1

0739-43-0003 ○

白浜はまゆう病院 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1447 0739-43-7877 ○ ○ ○

三谷医院 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1396 0739-42-3606 ○

船附診療所 649-2325
和歌山県西牟婁郡白浜町富田
1360-20

0739-45-3636 ○

森山医院 649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄689-1 0739-45-2002 ○

西富田クリニック 649-2334 和歌山県西牟婁郡白浜町才野1 0739-45-3600 ○

丸笹外科内科 649-2511 和歌山県西牟婁郡白浜町日置981 0739-52-3636 ○

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

0739-52-2002 ○

クリニック大古 649-2521
和歌山県西牟婁郡白浜町大古11-
2

0739-87-2400 ○

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

0739-55-2065 ○
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國正医院 649-3142
和歌山県西牟婁郡すさみ町江住
941-10

0739-58-0048 ○

鎌田医院 649-3502
和歌山県東牟婁郡串本町潮岬
3143

0735-62-2526 ○

稲生医院 649-3503
和歌山県東牟婁郡串本町串本
1735-52

0735-62-3811 ○

医療法人杉医院 649-3503
和歌山県東牟婁郡串本町串本
1929

0735-62-0153 ○

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番地

0735-62-5080 ○

辻内医院 649-3503
和歌山県東牟婁郡串本町串本
2281

0735-69-2211 ○

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

0735-67-7785 ○

鎌田医院田並診療所 649-3515
和歌山県東牟婁郡串本町田並
1134

0735-66-0413 ○

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 0735-66-0323 ○

医療法人覚前医院 649-3523 和歌山県東牟婁郡串本町和深838 0735-67-0077 ○

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番地

0735-72-3388 ○

榎本クリニック 649-4122
和歌山県東牟婁郡串本町西向
122-3

0735-72-3530 ○

国保明神診療所 649-4223
和歌山県東牟婁郡古座川町川口
254-1

0735-67-7113 ○

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

0735-77-0232 ○

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

0735-58-8051 ○

坂野医院 649-5171
和歌山県東牟婁郡太地町太地
3055

0735-59-2063 ○

中山医院 649-5312
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇
久井557-13

0735-54-1181 ○

宮本医院 649-5331
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大
字天満283番地

0735-52-0010 ○

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

0735-29-7385 ○

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

0735-52-1055 ○

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1-221-1

0735-52-6511 ○

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丁目60番地

0735-52-2035 ○

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 ○

矢野医院 649-6112
和歌山県紀の川市桃山町調月
769-100

0736-66-2609 ○

津田クリニック 649-6123 和歌山県紀の川市桃山町神田156 0736-66-3111 ○
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医療法人豊田内科 649-6202 和歌山県岩出市根来913 0736-63-0297 ○

かきはら胃腸科内科 649-6204 和歌山県岩出市今中105-2 0736-61-2600 ○

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 0736-67-3622 ○

医療法人博文会紀の川クリニック 649-6213 和歌山県岩出市西国分501 0736-62-0717 ○

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 0736-63-1688 ○

皆楽園診療所 649-6213 和歌山県岩出市西国分668 0736-67-6061 ○

岩田医院 649-6214 和歌山県岩出市水栖503番地の5 0736-62-6705 ○

なかふさ診療所 649-6215 和歌山県岩出市中迫553-1 0736-69-0777 ○

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 0736-62-7777 ○

かわぐちクリニック 649-6215 和歌山県岩出市中迫275-9 0736-67-2334 ○

上岩出内科・消化器内科 649-6216 和歌山県岩出市野上野66-1 0736-69-5500 ○

ひらまつクリニック 649-6223 和歌山県岩出市高塚53番4 0736-69-0022 ○

かわしま医院 649-6223
和歌山県岩出市高塚188-1 ｽｰﾊﾟｰ
ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｽ岩出高塚店2F

0736-69-1007 ○

おおみや診療所 649-6226 和歌山県岩出市宮50-1 0736-61-6151 ○

殿田胃腸肛門病院 649-6226 和歌山県岩出市宮117-7 0736-62-9111 ○

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

はた乳腺クリニック 649-6231 和歌山県岩出市川尻230-1 0736-63-1177 ○

伊藤内科 649-6235 和歌山県岩出市西野190-1 0736-69-2121 ○

医療法人明紀会宇野内科 649-6235 和歌山県岩出市西野186-10 0736-62-2101 ○

よしだクリニック 649-6246 和歌山県岩出市吉田413-1 0736-69-5404 ○

こうぐち内科クリニック 649-6248 和歌山県岩出市湯窪51番 0736-61-5252 ○

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 ○

医療法人富田会富田病院 649-6253 和歌山県岩出市紀泉台2 0736-62-1522 ○

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 0736-62-2525 ○

医療法人塚本内科クリニック 649-6256 和歌山県岩出市金池392-1 0736-67-3377 ○
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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 0736-62-5558 ○

ますだクリニック 649-6257 和歌山県岩出市相谷482-3 0736-79-3200 ○

医療法人あさかクリニック 649-6264 和歌山県和歌山市新庄466-1 073-477-5155 ○

辻岡医院 649-6271 和歌山県和歌山市満屋88-1番地 073-477-1868 ○

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

串上内科消化器科 649-6312 和歌山県和歌山市川辺133-1 073-464-3050 ○

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

はまだ産婦人科 649-6314 和歌山県和歌山市島230-2 073-462-0341 ○

医療法人光仁会二澤医院 649-6314 和歌山県和歌山市島26番地の81 073-461-0697 ○ ○ ○

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

医療法人泰伸会きのしたクリニック 649-6324 和歌山県和歌山市祢宜970-1 073-465-3777 ○

医療法人明成会向井病院 649-6331 和歌山県和歌山市北野283番地 073-461-1156 ○

綿貫第二クリニック 649-6331
和歌山県和歌山市北野字川原田
285

073-462-6202 ○

紀伊クリニック 649-6332 和歌山県和歌山市宇田森275-10 073-461-7161 ○

医療法人誠佑記念病院 649-6335 和歌山県和歌山市西田井391 073-462-6211 ○

クリニックもり 649-6335 和歌山県和歌山市西田井216-1 073-464-3060 ○

医療法人森医院 649-6339 和歌山県和歌山市弘西793 073-461-0005 ○

医療法人靖徳会花野医院 649-6339 和歌山県和歌山市弘西774-10 073-461-8189 ○

どばしクリニック胃腸内科・呼吸器内
科・外科

649-6402 和歌山県紀の川市北勢田228番1 0736-77-7700 ○

梅田内科医院 649-6403 和歌山県紀の川市南勢田175 0736-77-7790 ○

奥クリニック 649-6412 和歌山県紀の川市黒土263-1 0736-77-7800 ○

正木クリニック 649-6414 和歌山県紀の川市打田1415-4 0736-77-7585 ○

宮井内科 649-6416 和歌山県紀の川市上野13-10 0736-78-1510 ○

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 0736-78-3771 ○

山口胃腸科 649-6417 和歌山県紀の川市西大井148-9 0736-77-7308 ○
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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 0736-77-3048 ○

坂中内科 649-6422 和歌山県紀の川市花野91番地4 0736-77-5733 ○

上田内科クリニック 649-6428 和歌山県紀の川市東国分431-1 0736-77-6690 ○

林内科 649-6503 和歌山県紀の川市長田中394-3 0736-73-2441 ○

中田内科・胃腸科 649-6511 和歌山県紀の川市猪垣55-3 0736-74-2255 ○

髙木内科 649-6531 和歌山県紀の川市粉河418-2 0736-73-8008 ○

馬渕医院 649-6531 和歌山県紀の川市粉河2213 0736-73-2116 ○

かつらぎ循環器内科 649-6531 和歌山県紀の川市粉河12-11 0736-74-3434 ○

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 ○

稲穂会病院 649-6531 和歌山県紀の川市粉河756-3 0736-74-2100 ○

佐藤クリニック 649-6623 和歌山県紀の川市藤崎363-2 0736-75-9229 ○

医療法人共栄会名手病院 649-6631 和歌山県紀の川市名手市場294-1 0736-75-5252 ○

阪口クリニック 649-6631 和歌山県紀の川市名手市場63 0736-75-2020 ○

阪中外科 649-7113
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺
21-1

0736-22-7018 ○

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

0736-22-3065 ○

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

0736-22-8883 ○

上田内科 649-7161
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東
171

0736-22-1306 ○

上田神経科クリニック 649-7161
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東
171

0736-22-1000 ○

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

0736-23-2001 ○

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

0736-22-1070 ○

医療法人永野医院 649-7161
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東
97-1

0736-23-2311 ○

植阪クリニック 649-7202
和歌山県橋本市高野口町伏原
144-2

0736-43-0100 ○

伊藤クリニック 649-7202
和歌山県橋本市高野口町伏原
1011

0736-43-1133 ○

栗山クリニック 649-7204
和歌山県橋本市高野口町小田
653-2

0736-43-0310 ○

松岡医院 649-7205
和歌山県橋本市高野口町名倉
186-1

0736-42-2117 ○
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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 0736-42-2802 ○

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

0736-44-1666 ○ ○

辻本クリニック 649-7207
和歌山県橋本市高野口町大野
235-1

0736-42-2528 ○
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