
（順不同）

医療機関 市町村名 医療機関所在地

まきのクリニック 和歌山市 冬野１７６１－１０

はまだ産婦人科 和歌山市 島２３０－２

和中内科・循環器科 和歌山市 和歌浦西１－７－１

舩橋クリニック 和歌山市 岩橋３１６

佐谷医院 和歌山市 加太１１７５－１１

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

榎本耳鼻咽喉科 和歌山市 新高町３ー１０

星野クリニック 和歌山市 友田町５－３２

医療法人弘愛会　黒田医院 和歌山市 古屋６４

ＫＡＹ　ＣＬＩＮＩＣ 和歌山市 小雑賀３－３－１４

せせらぎクリニック 和歌山市 古屋１５３番地７

今福診療所 和歌山市 今福２丁目１番１６号

宮本医院 和歌山市 西高松１－５－３６

こうざき産婦人科 和歌山市 堀止南ノ丁３－７

恵みクリニック 和歌山市 坂田６４１－２

和歌山市夜間・休日応急診療センター 和歌山市 吹上５丁目２番１５号

医療法人裕紫会 オリオン 和歌山市 鳴神１２９番地５

二澤医院 和歌山市 島２６－８１

いわはし小児科 和歌山市 岩橋１０４８－２

しおじやすひさクリニック 和歌山市 松江北７－６－６

つの小児科 和歌山市 関戸１丁目４－１０

宇治田循環器科内科 和歌山市 榎原２０４番地の８

稲田病院 和歌山市 和田１１７５番地

社会福祉法人　わかうら会診療所 和歌山市 田野１７５番地

誠佑記念病院 和歌山市 西田井３９１

稲田クリニック　小児科 和歌山市 和田４６１番地

月山チャイルドケアクリニック 和歌山市 秋月４８２－１

向陽病院 和歌山市 津秦４０

松平ハタ医科歯科クリニック 和歌山市 鷹匠町１丁目６０番地

太田医院 和歌山市 太田１丁目１３－１０

ひらいし小児科 和歌山市 太田２丁目１３－２５ヒロメディカルセンター１Ｆ

中江病院 和歌山市 船所３０－１

医療法人誠人会　与田病院附属　ふじと台クリニック 和歌山市 中573-19エスタシオンふじと台駅前ビル東棟４階Ｅ４０１号室

和歌山生協病院 和歌山市 有本１４３－１

野村内科医院 和歌山市 中之島６８８－１

和歌浦中央病院 和歌山市 塩屋６丁目２－７０

みんなのこどもアレルギークリニック 和歌山市 友田町四丁目１３０番地　Ａタワー２階

済生会　和歌山病院 和歌山市 十二番丁４５

米田医院 和歌山市 島２３４－６

奥本医院 和歌山市 福島５６１

トータルケア　まきクリニック 和歌山市 木広町５丁目１－５

嶋病院 和歌山市 西仲間町1丁目30番地

耳鼻咽喉科　はやしクリニック 和歌山市 岩橋９９２番地１

伏虎リハビリテーション病院 和歌山市 屋形町１－１１

きのしたクリニック 和歌山市 禰宜９７０－１

さとう内科 和歌山市 太田６６７－６

医療法人粉川レディスクリニック 和歌山市 六十谷３６６－４

藤民病院 和歌山市 塩屋３－６－２

多田内科 和歌山市 吹上２ー２－３２東洋ビル１F

田中内科医院 和歌山市 秋葉町７－２８

だけクリニック耳鼻咽喉科・アレルギー科 和歌山市 蔵小路１５－１

医療法人あさかクリニック 和歌山市 新庄４６６－１

松谷内科 和歌山市 善明寺７５５－８１

さくら内科クリニック 和歌山市 黒田１８－６

和歌山駅前つじもと内科・呼吸器内科アレルギー科 和歌山市 黒田９５－５
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医療法人裕紫会　中谷病院 和歌山市 鳴神１２３－１

宇都宮病院 和歌山市 鳴神５０５－４

医療法人栄会　貴志内科 和歌山市 栄谷７４５

村上内科 和歌山市 松ケ丘１－８－１３

坂本内科 和歌山市 今福４－２－２０

みずこしこどもクリニック 和歌山市 弘西７９０－１

医療法人福慈会　福外科病院 和歌山市 和歌浦東３－５－３１

医療法人　田村病院 和歌山市 小倉６４５

ひまわりこどもクリニック 和歌山市 木ノ本３０９－３

医療法人　森医院 和歌山市 弘西７９３

山西内科 海南市 藤白１６６－９

吉川内科循環器科 海南市 幡川１８５－１

さくらクリニック 海南市 名高１４０－１

石本病院 海南市 船尾３６５番地

医療法人山友会　山本医院 海南市 且来６３２－１

海南医療センター 海南市 日方１５２２番地１

細部医院 海南市 下津町下２７９

医療法人　恵友会　恵友病院 海南市 船尾２６４－２

いぬい内科　呼吸器内科クリニック 海南市 名高５３９－１８　岩崎ビル１階

西本内科外科医院 海南市 下津町黒田８４－１

山本医院 海南市 下津町丸田１４７－３

さいかクリニック 海南市 下津町丁９７－１

谷田クリニック 紀美野町 小畑６６８－１

にしもと内科クリニック 紀美野町 吉野４６－２

岩橋医院　きみのファミリークリニック 紀美野町 下佐々２６８

伊藤内科 岩出市 西野１９０－１

おく耳鼻咽喉科 岩出市 森２７７－１

家田医院 岩出市 中黒５０７－１

紀の川クリニック 岩出市 西国分５０１番地

富田病院 岩出市 紀泉台２

山入こどもクリニック 岩出市 岡田２３４－５

医療法人　豊田内科 岩出市 根来９１３－２

おおみや診療所 岩出市 宮５０－１

殿田胃腸肛門病院 岩出市 宮１１７－７

いちご耳鼻咽喉科藤原クリニック 岩出市 吉田３１９－１０

こうぐち内科クリニック 岩出市 湯窪５１番

かわしま医院 岩出市 高塚１８８－１

根来こどもクリニック 岩出市 相谷３４－５

なかふさ診療所 岩出市 中迫５５３－１

正木クリニック 紀の川市 打田１４１５－４

那賀休日急患診療所 紀の川市 東大井３６６－１

阪口クリニック 紀の川市 名手市場６３

神戸坂口クリニック 紀の川市 貴志川町神戸６４４

耳鼻咽喉科ゆうクリニック 紀の川市 中井阪２０５－３

佐藤クリニック 紀の川市 藤崎３６３－２

名手病院 紀の川市 名手市場２９４―１

どばしクリニック 紀の川市 北勢田２２８番１

稲穂会病院 紀の川市 粉河７５６－３

のだ小児科 紀の川市 北大井１９８－７

山本病院 橋本市 東家６－７－２６

谷内クリニック 橋本市 東家４－２－４

林耳鼻咽喉科 橋本市 市脇１－１－２

伊都地方休日急患診療所 橋本市 東家１－３－１

虎谷内科小児科医院 橋本市 高野口町向島１７７
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医療法人南労会　紀和病院 橋本市 岸上１８－１

小林医院 橋本市 神野々３８５－２

たかの耳鼻咽喉科 かつらぎ町 笠田東225-5

上田消化器内科クリニック かつらぎ町 笠田東１７１

にじいろ内科クリニック かつらぎ町 大谷893-9

横手クリニック 九度山町 九度山８００

高野町立高野山総合診療所 高野町 高野山６３１番地

ゆあさクリニック 有田川町 下津野１２８８－１

西岡病院 有田川町 小島２７８－１

松谷医院 有田川町 押手６７２

赤ちゃんからの平山こどもクリニック 有田川町 天満３０５－４

有田地方休日急患診療所 有田川町 小島３５２

有田南病院 有田川町 小島１５

なかむら内科クリニック 有田川町 清水３７９－２

あや内科消化器クリニック 有田川町 土生５１－１

大林クリニック 有田川町 天満５６８－２

小野田クリニック 湯浅町 湯浅１９１７－１

児島医院 湯浅町 湯浅６８６

平山内科皮膚泌尿科 湯浅町 湯浅４５９

耳鼻咽喉科ごとう医院 湯浅町 湯浅１２８－２

済生会有田病院 湯浅町 吉川５２－６

桜ヶ丘病院 有田市 箕島９０４

江川内科 有田市 辻堂４９３

垣本内科医院 有田市 宮原町滝川原５１２の３

萬谷医院 有田市 宮崎町２３７番地

利光こども医院 有田市 野433-7

山下内科胃腸科 有田市 初島町里２１６３－２

小池内科 御坊市 湯川町財部516-3

深谷外科医院 御坊市 湯川町財部670-1

御坊なかむらクリニック 御坊市 湯川町財部715

池田内科クリニック 御坊市 薗３８１－６

整形外科北裏病院 御坊市 湯川町小松原４５４

ひだか病院 御坊市 薗１１６－２

北出病院 御坊市 湯川町財部７２８－４

中井こどもクリニック 御坊市 薗４１４－１５

小溝クリニック 印南町 島田1163-11

森上医院 みなべ町 北道１８２

森本医院 美浜町 田井313-1

日高川町国民健康保険　寒川診療所 日高川町 寒川２９３－２

たかの耳鼻咽喉科・アレルギー科 田辺市 たきない町20-10

外科内科辻医院 田辺市 上屋敷3-11-14

医療法人　研医会　田辺中央病院 田辺市 南新町１４７

あきづクリニック 田辺市 秋津町１８９－１６

医療法人　大嶋内科医院 田辺市 龍神村福井１２４７番地

ふくはらこどもクリニック 田辺市 朝日ヶ丘１３－２４　

えのもと内科クリニック 田辺市 たきない町２番１号

吉田医院 上富田町 朝来221-2

白浜はまゆう病院 白浜町 1447

国保すさみ病院 すさみ町 周参見２３８０

那智勝浦町立温泉病院 那智勝浦町 天満１１８５－４

くしもと町立病院 串本町 サンゴ台６９１番地７

医療法人　米良医院 新宮市 池田３－２－１

橋本クリニック 新宮市 谷王子町２－４

すずきこどもクリニック 新宮市 下田2-3-2
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湊口内科クリニック 新宮市 下田1-1-13

谷地内科医院 新宮市 新宮５５４番地ー１大橋通りＴビル１Ｆ

真砂小児科 新宮市 丹鶴２丁目４番１３号

医療法人　笹屋内科外科 新宮市 緑ケ丘３丁目１番１号

くろしお耳鼻咽喉科 新宮市 三輪崎１９５６－１０


