滋賀県
(平成30年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院

大津市富士見台16-1

077-537-3101

大津赤十字病院

大津市長等一丁目1-35

077-522-4131

医療法人 石場診療所

大津市石場9-6

077-522-7776

特定医療法人明和会 琵琶湖病院

大津市坂本一丁目8-5

077-578-2023

下嘉医院

大津市月輪一丁目5-20

077-545-0321

医療法人華頂会 琵琶湖養育院病院

大津市大萱七丁目7-2

077-545-9191

為我井医院

大津市向陽町1-5

077-573-1138

田中診療所

大津市下阪本六丁目12-24

077-578-0126

山田整形外科病院

大津市本堅田五丁目22-27

077-573-0058

粟津診療所

大津市晴嵐一丁目18-3

077-537-0501

村田内科小児科クリニック

大津市馬場二丁目6-20

077-526-3557

市川医院

大津市鳥居川町13-18

077-534-1109

かとう医院

大津市大将軍三丁目8-16

077-544-1011

打出病院

大津市打出浜10-41

077-521-0005

大津市国民健康保険葛川診療所

大津市葛川坊村町237-33

077-599-2003

金田医院

大津市南郷一丁目7-1

077-534-1134

熊木医院

大津市唐崎三丁目20-9

077-578-0032

医療法人滋賀勤労者保健会 坂本民主診療所

大津市坂本六丁目25-30

077-579-7121

医療法人社団 ローズ診療所

大津市花園町1-1

077-573-5388

医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院

大津市真野五丁目1-29

077-573-4321

饗庭医院

大津市苗鹿二丁目34-15

077-578-1231

医療法人社団 瀬田クリニック

大津市一里山三丁目1-5

077-545-3945

医療法人社団 エルシーエー日吉台診療所

大津市日吉台四丁目15-1

077-579-3833

よしだクリニック

大津市本堅田三丁目18-3

077-573-2111

仰木の里クリニック

大津市仰木の里一丁目14-7

077-573-2330

医療法人社団 加藤内科胃腸科

大津市神領二丁目39-3

077-545-8810

医療法人社団 井上医院

大津市一里山3-7-5

077-543-9400

医療法人社団湖光会 もみじが丘診療所

大津市里六丁目19-16

077-546-3221

医療法人社団 日高内科胃腸科

大津市滋賀里四丁目18-8

077-525-4356

医療法人滋賀勤労者保健会 膳所診療所

大津市昭和町7-16

077-524-8114

医療法人 岡本医院

大津市本堅田一丁目18-21

077-573-2838

医療法人 大高医院

大津市打出浜6-7

077-524-3393

医療法人社団湖光会 湖山クリニック

大津市平津一丁目17-23

077-537-5881

医療法人社団湖光会 上田上診療所

大津市平野1-17-20

077-549-1106

林クリニック

大津市松原町17-10 コスモ石山1階

077-537-6235

おち医院

大津市本堅田四丁目16-6-206

077-574-1850

山元整形外科医院

大津市膳所一丁目13-3

077-521-5870

桜谷診療所

大津市大石東四丁目3-1

077-546-7826

山口医院

大津市大江三丁目3-20

077-545-2207

佐々木医院

大津市青山三丁目1-1

077-549-2201

医療法人社団 木下内科

大津市比叡平三丁目53-12

077-529-0550

医療法人社団 山田内科

大津市坂本七丁目6-11

077-578-5880

小児科竹内医院

大津市横木一丁目8-10

077-522-4319

医療法人 吉田医院

大津市中央一丁目2-9

077-522-1567

医療法人社団 岡島内科胃腸科医院

大津市大江四丁目19-12

077-545-8600

浜本内科医院

大津市国分一丁目9-23

077-534-6043

大西医院

大津市中央三丁目1-16

077-522-2967

医療法人 山中医院

大津市里三丁目6-22

077-546-0031

滋賀県1

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人 堅田病院

大津市本堅田三丁目33-24

077-572-1281

医療法人幸生会 琵琶湖中央病院

大津市御殿浜22-33

077-526-2131

山岡医院

大津市坂本六丁目27-21

077-578-0145

高槻医院

大津市松本二丁目4-37

077-522-3991

医療法人湖明会 たかはし小児科循環器科医院

大津市今堅田二丁目8-21

077-572-3982

医療法人輝生会 小西医院

大津市大萱一丁目17-35

077-543-3600

池野医院

大津市富士見台45-6

077-537-3411

医療法人叡湖会 大西クリニック

大津市浜大津三丁目7-23

077-523-5911

谷医院

大津市秋葉台6-39

077-526-8448

田中クリニック

大津市唐崎三丁目3-27

077-577-3060

かやの浦小林診療所

大津市萱野浦4-13

077-544-5252

医療法人 北村医院

大津市南郷五丁目12-14

077-537-0051

さいとう整形外科医院

大津市衣川一丁目18-8

077-573-9966

しみず小児科内科医院

大津市木下町9-29

077-510-0841

はえうち診療所

大津市一里山四丁目25-21

077-543-3861

曽田医院

大津市桜野町二丁目13-9

077-525-8652

藤野医院

大津市錦織二丁目6-1

077-522-1578

医療法人さんらく会 遠藤クリニック

大津市千町二丁目15-22

077-533-3133

医療法人緑陽会 緑ヶ丘クリニック

大津市横木二丁目13-5

077-521-7515

永井医院

大津市石山寺三丁目7-15

077-537-1375

医療法人緑生会 南大津クリニック

大津市大石中一丁目6-6

077-546-1122

医療法人社団 水谷医院

大津市大萱三丁目6-33

077-547-2789

高岡医院

大津市本丸町5-47

077-522-5429

医療法人 野口医院

大津市栄町20-12 高木ビル1階

077-533-5533

前田医院

大津市萱野浦13-11

077-545-3395

医療法人誠仁会 吉徳医院

大津市里五丁目2-14

077-546-5225

医療法人社団よつば会 くろづ外科医院

大津市黒津二丁目15-22

077-546-6658

医療法人 よしかわ医院

大津市平津一丁目6-22

077-537-6700

医療法人 輝生産婦人科内科小児科医院

大津市下阪本六丁目29-19

077-578-3388

重永医院

大津市中央二丁目3-16

077-525-2255

医療法人弘和会 さかもと医院

大津市長等二丁目3-38

077-526-8088

医療法人高樹会 高山クリニック

大津市雄琴北2-2-31

077-577-3001

瀬田医院

大津市神領1-9-20

077-545-2575

坂部医院

大津市におの浜3-5-15 大津アクアエール1階

077-525-8171

医療法人緑泉会 小泉医院

大津市今堅田二丁目26-15

077-571-0575

医療法人 前田クリニック

大津市竜が丘3-9

077-523-5888

医療法人 玉川医院

大津市大江五丁目33-5

077-548-3431

泉内科循環器科医院

大津市見世2-6-13 グランシール滋賀里1階

077-525-3308

大道医院

大津市大将軍一丁目15-7

077-547-3650

医療法人スワン会 大澤小児科医院

大津市下阪本六丁目22-6

077-578-3022

きづみのるクリニック

大津市浜大津1-2-25

077-527-5151

中井医院

大津市和邇今宿572-4

077-594-0010

和邇診療所

大津市和邇中190-1

077-594-0029

医療法人社団理庵 北沢医院

大津市木戸140

077-592-0002

医療法人 金谷クリニック

大津市湖青一丁目1-31

077-594-5001

医療法人湖青会 青木医院

大津市和邇高城260-1

077-594-4018

東医院

大津市南小松1594-170

077-596-1771

ふくた診療所

大津市八屋戸971-5

077-592-8003

大津赤十字志賀病院

大津市和邇中298

077-594-8777

医療法人銀杏会 まつだ内科胃腸科

大津市雄琴北一丁目6-14

077-577-3210

あそうクリニック

大津市京町二丁目1-24

077-510-6580
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実施機関名

所在地

電話番号

つかだ内科クリニック

大津市馬場三丁目13-26

077-522-8177

医療法人明光会 まつだ医院

大津市大萱二丁目4-20

077-543-3000

田井中内科医院

大津市粟津町３-２ JR石山駅NKビル４階

077-534-8825

医療法人良善会 ひかり病院

大津市際川三丁目35-1

077-522-5411

ハッピーねもとクリニック

大津市御幸町1-27

077-524-8899

医療法人比良寿会 こうなみクリニック

大津市比叡辻2-7-10

077-579-8211

せと肛門胃腸クリニック

大津市小野375-1

077-594-8533

伊藤医院

大津市錦織三丁目16-23

077-521-1388

医療法人 西山医院

大津市皇子が丘二丁目2-12

077-523-2078

いのうえ内科クリニック

大津市桜野町二丁目4-7

077-510-2810

医療法人 池ノ上医院

大津市湖青一丁目7-1

077-594-3970

医療法人心寿海 岩波整形外科医院

大津市浜大津三丁目2-34

077-524-1828

おおむら内科クリニック

大津市大江三丁目25-17

077-544-5515

上原医院

大津市神領三丁目7-20

077-558-6333

糖尿病クリニック堅田

大津市本堅田五丁目20-10 アルプラザ堅田３階

077-514-8390

医療法人 藤井医院

大津市馬場一丁目6-19

077-526-1671

医療法人 瀬古内科クリニック

大津市馬場3-2-25

077-510-5755

湖都クリニック内科循環器内科

大津市皇子が丘二丁目9-13 ワイズアクト1階

077-510-7335

西村整形外科医院

大津市本丸町3-5

077-522-9737

田中ファミリークリニック

大津市本堅田四丁目6-22

077-573-7070

滝本医院

大津市下阪本一丁目20-11

077-578-5550

石山医院

大津市粟津町17-36

077-537-2079

レイクサイドクリニック

大津市大江1-3-20

077-544-2995

小児科伊吹医院

大津市蓮池町7-3

077-524-6026

医療法人 祐森クリニック

大津市和邇中浜460-1

077-594-5611

やすい総合内科クリニック

大津市坂本三丁目32-22

077-578-8800

原田医院

大津市粟津町17-21

077-537-1881

医療法人 なかじま内科クリニック

大津市浜大津二丁目1-32-1

077-536-5181

小児科おくだ医院

大津市丸の内町9-35

077-510-0620

医療法人 本郷クリニック

大津市皇子が丘2-10-27 西大津ビルISビル4階

077-511-0259

伏木医院

大津市見世二丁目12-12

077-522-5118

桂田医院

大津市長等三丁目1-33

077-522-2298

医療法人恵和会 林内科クリニック

大津市今堅田二丁目16-11

077-573-4456

医療法人誠尽会 ほんだクリニック

大津市仰木の里七丁目1-12

077-536-5530

小松診療所

大津市北小松417

077-596-0024

青地うえだクリニック

大津市中央１丁目1-6

077-522-3940

医療法人社団湖光会 いしやま内科整形外科

大津市松原町14-7

077-574-7700

医療法人せせらぎ会 浮田クリニック

大津市本堅田6丁目36-1

077-574-3751

ひぐちクリニック

大津市中庄一丁目14-10-1

077-521-8877

たきもとクリニック

大津市春日町2-1 ＣＯＣＯＬＡＳ大津204

077-510-1015

医療法人三水会 波田内科医院

大津市滋賀里一丁目8-28

077-521-4747

医療法人 やまもとファミリークリニック

大津市におの浜2-2-5-108

077-526-8970

奥村医院

大津市御殿浜20-26

077-537-5357

医療法人湖秀会 藤岡内科医院

大津市黒津二丁目2-3

077-536-3522

坂本医院

大津市下坂本六丁目22-10

077-536-5260

医療法人博悠会 かわむら医院

大津市鳥居川町4-25

077-537-0643

医療法人赫照会 ひらた医院

大津市石山寺3-15-10

077-537-5537

医療法人 美崎ファミリークリニック

大津市美崎町2-22

077-531-2088

医療法人社団循環器内科 冨岡クリニック

大津市松山町10-33

077-514-8530

大津ファミリークリニック

大津市大門通11-11洛和大津ビル1階

077-526-8239

医療法人社団あかつき会 たけだクリニック

大津市下阪本２丁目20-57

077-572-8088
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実施機関名
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ふじおかクリニック

大津市鳥居川町4-20

077-548-7152

レイクサイドクリニック リバーサイドクリニック

大津市瀬田４丁目1-3

077-543-6640

医療法人松徳会 北雄琴クリニック

大津市雄琴六丁目11番8号

077-579-1011

医療法人 いながきハートクリニック

大津市蓮池町14-24

077-526-8000

三大寺リハビリクリニック

大津市三大寺6-9

077-545-5255

駒井クリニック

大津市大江三丁目5-20

077-545-3067

医療法人央友会 光吉医院

大津市浜大津二丁目2-2

077-522-7526

市立大津市民病院

大津市本宮二丁目9-9

077-522-4607

医療法人道器 さくらいクリニック

大津市粟津町２番６５号第２久下ビル１Ｆ

077-511-9119

細田医院

大津市錦織二丁目8-40

077-522-1222

川会内科医院

大津市一里山二丁目22-3

077-545-6789

高崎医院

彦根市西葛籠町164

0749-28-0210

白石外科

彦根市肥田町915

0749-43-5651

きたむら内科

彦根市長曽根南町448-25

0749-22-9617

宮下内科

彦根市芹橋二丁目9-56

0749-22-0383

塚本医院

彦根市後三条町361-8

0749-27-0101

医療法人社団 安澤内科診療所

彦根市高宮町2290

0749-22-0954

医療法人 橘地医院

彦根市栄町二丁目6-47

0749-23-2057

医療法人友仁会 山崎外科

彦根市河原三丁目1-20

0749-22-1888

医療法人社団 小森医院

彦根市旭町2-18

0749-22-2714

医療法人社団くるみ会 田口診療所

彦根市彦富町905-3

0749-43-6600

医療法人友仁会 友仁山崎病院

彦根市竹ケ鼻町80

0749-23-1800

ひまわり診療所

彦根市平田町230-10

0749-27-2473

医療法人 中西医院

彦根市芹橋二丁目9-14

0749-22-1152

医療法人優心会 中橋整形外科クリニック

彦根市高宮町1793-3

0749-26-5088

医療法人 おくの内科

彦根市本町一丁目4-28

0749-21-3355

医療法人 高山内科循環器科

彦根市日夏町2680-35

0749-28-7007

医療法人 徳田医院

彦根市出路町218-1

0749-43-7001

彦根市立病院

彦根市八坂町1882

0749-22-6050

はやし婦人クリニック

彦根市竹ヶ鼻町658

0749-26-0528

岡田医院

彦根市橋向町44

0749-22-1505

小林医院

彦根市京町二丁目7-38

0749-22-0247

西川医院

彦根市鳥居本町1732

0749-22-3887

医療法人若樹会 橋本医院

彦根市上西川町384

0749-43-2207

医療法人 田中クリニック

彦根市開出今町1516-18

0749-27-1611

松木診療所

彦根市平田町678-10

0749-22-5185

医療法人 しみずクリニック

彦根市中央町3-55

0749-21-3525

おおはし内科循環器科クリニック

彦根市後三条町649

0749-30-3800

医療法人恭昭会 彦根中央病院

彦根市西今町421

0749-23-1211

つじ泌尿器科クリニック

彦根市西今町1131-23

0749-23-7714

医療法人 辰巳医院

彦根市西沼波町269-18

0749-22-1180

ふせクリニック

彦根市地蔵町190-8

0749-46-3711

すみよしクリニック

彦根市小泉町106-1 103

0749-30-1835

医療法人社団成仁会 成美記念クリニック

彦根市賀田山町1405-3

0749-28-1323

医療法人源道会 杉本整形外科

彦根市東沼波町1013-1

0749-30-0055

なかつか内科医院

彦根市川瀬馬場町1082-5

0749-29-0981

横野医院

彦根市大薮町2035-4

0749-24-1515

わだ医院

彦根市野良田町330-31

0749-47-6850

堤医院

彦根市原町850-179

0749-24-0533

中西医院

長浜市高田町5-37

0749-63-1812

筧医院

長浜市大東町56

0749-62-7330

滋賀県4

実施機関名

所在地

電話番号

東野医院

長浜市加田町1839

0749-65-3380

医療法人 下坂クリニック

長浜市下坂中町177-6

0749-62-0080

医療法人 北嶋医院

長浜市神照町813-6

0749-63-5901

医療法人紫水会 近藤クリニック

長浜市元浜町30-26

0749-64-2110

医療法人紫水会 垣見医院

長浜市宮司町644

0749-63-3521

医療法人社団 クリニック・ムライ

長浜市八幡中山町804-4

0749-65-2125

岩本整形外科

長浜市大戌亥町738-4

0749-64-1866

医療法人 岡崎医院

長浜市東上坂町1010-1

0749-65-0019

医療法人 メディカルアート澤田医院

長浜市大宮町5-24

0749-62-0875

華房クリニック

長浜市南呉服町11-21

0749-62-1547

布施クリニック

長浜市列見町45-4

0749-65-3811

医療法人 森上内科循環器科クリニック

長浜市七条町1023-1

0749-64-4846

医療法人浩和会 おしたにクリニック

長浜市内保町1033

0749-74-2011

医療法人 橋本医院

長浜市川道町611

0749-72-3668

市立長浜病院

長浜市大戌亥町313

0749-68-2300

浅井診療所

長浜市当目町84-7

0749-74-1209

医療法人 おくだ医院

長浜市平方町1185-9

0749-65-5775

医療法人順清会 小林クリニック

長浜市国友町331

0749-65-6060

のざと内科

長浜市平方町368-5

0749-62-5550

佐野クリニック

長浜市相撲町1475-14

0749-65-5800

太田医院

長浜市大井町185

0749-73-2032

医療法人社団 江村医院

長浜市湖北町山本1178

0749-79-0007

滋賀県障害児協会 湖北グリ－ブクリニック

長浜市月ヶ瀬町525

0749-73-3917

安達クリニック

長浜市湖北町速水241-1

0749-78-0005

源内クリニック

長浜市湖北町山本4436

0749-79-8014

虎姫診療所

長浜市田町61

0749-73-2062

医療法人 安井医院

長浜市高月町高月201

0749-85-3110

岩根医院

長浜市木之本町木之本1112

0749-82-2045

医療法人社団 雨森医院

長浜市高月町雨森372

0749-85-3106

医療法人社団 布施内科医院

長浜市高月町高月593-4

0749-85-5600

上松医院

長浜市高月町磯野537

0749-85-3189

前川医院

長浜市木之本町木之本1324

0749-82-2038

長浜市立湖北病院

長浜市木之本町大字黒田1221

0749-82-3315

中之郷診療所

長浜市余呉町中之郷2434

0749-86-8105

塩津診療所

長浜市西浅井町塩津浜1458

0749-88-0341

永原診療所

長浜市西浅井町大浦2282

0749-89-0012

セフィロト病院

長浜市寺田町257

0749-62-1652

医療法人柊英会 佐々木クリニック

長浜市小堀町80-1

0749-53-1701

西川医院

長浜市元浜町28-31

0749-62-4412

浅井東診療所

長浜市野瀬町828

0749-76-8111

荻野医院

長浜市木之本町木之本2012

0749-82-5177

医療法人千手会 中川医院

長浜市曽根町1225

0749-72-8077

ヴォーリズ記念病院

近江八幡市北之庄町492

0748-32-5211

公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院

近江八幡市鷹飼町744

0748-33-7101

中村医院

近江八幡市池田本町927-4

0748-33-8480

浅野医院

近江八幡市千僧供町265

0748-37-0246

林内科医院

近江八幡市古川町503

0748-33-8500

小西医院

近江八幡市鷹飼町1513

0748-33-3322

山本医院

近江八幡市新町三丁目6

0748-32-3311

医療法人社団 折田医院

近江八幡市桜宮町121-1

0748-33-3200

医療法人社団 久我内科医院

近江八幡市鷹飼町545-4

0748-33-2680

滋賀県5

実施機関名

所在地
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医療法人社団 まつだクリニック

近江八幡市桜宮町211-3

0748-33-2703

宮下医院

近江八幡市西本郷町81-1

0748-37-5114

イチロー内科クリニック

近江八幡市鷹飼町南三丁目1-16

0748-37-8500

医療法人 宮腰内科医院

近江八幡市白鳥町26-1

0748-32-0028

松澤医院

近江八幡市土田町南田268-3

0748-32-4508

伊良子医院

近江八幡市十王町123

0748-36-8012

石塚医院

近江八幡市宮内町188-6

0748-31-3618

関川医院

近江八幡市鷹飼町南三丁目1-14

0748-37-6191

医療法人社団 柴田医院

近江八幡市鷹飼町北1-8-6

0748-31-3637

医療法人 若林クリニック

近江八幡市西末町18-1

0748-31-3601

医療法人 たかだ内科医院

近江八幡市日吉野町675

0748-33-1203

医療法人 水原医院

近江八幡市安土町小中218

0748-46-6611

近江八幡市立総合医療センター

近江八幡市土田町1379

0748-33-3151

近江八幡市立沖島診療所

近江八幡市沖島町268-1

0748-33-9779

医療法人社団 堀江医院

近江八幡市加茂町3660-5

0748-34-8131

医療法人正志会

近江八幡市長命寺町37-1

0748-31-0107

医療法人 竹園医院

近江八幡市安土町常楽寺590

0748-46-2450

杉原医院

近江八幡市安土町東老蘇1170-3

0748-43-1786

まつおファミリークリニック

近江八幡市鷹飼町１４８５番地６Ｏ・Ｈビル近江八幡

0748-32-3255

よりずみ医院

近江八幡市古川町1192-77

0748-33-7533

医療法人 川端医院

近江八幡市西本郷町東6-7

0748-38-0153

医療法人よしずみ内科クリニック

近江八幡市中小森町129-1

0748-31-0777

中澤医院

東近江市蛇溝町120

0748-22-0240

東近江敬愛病院

東近江市八日市東本町8-16

0748-22-2222

中村医院

東近江市妙法寺町字大林880-1

0748-22-8588

医療法人社団 広島外科整形外科医院

東近江市八日市東浜町1-27

0748-22-1311

島田医院

東近江市八日市金屋二丁目1-7

0748-22-0140

医療法人社団幸信会 青葉メディカル

東近江市青葉町1-46

0748-22-5000

沖野診療所 山田内科

東近江市東沖野3-9-3

0748-22-8863

おざき内科医院

東近江市小脇町2401-8

0748-23-1911

医療法人 在田医院

東近江市下羽田町51-3

0748-25-5080

医療法人 桝田医院

東近江市市原野町2225

0748-27-0062

古道医院

東近江市宮荘町681-2

0748-48-6233

医療法人社団 小串医院

東近江市五個荘山本町83

0748-48-2053

医療法人医誠会 神崎中央病院

東近江市五個荘清水鼻町95

0748-48-5555

医療法人 竹中医院

東近江市小池町531-2

0749-45-1100

医療法人社団昴会 湖東記念病院

東近江市平松町2-1

0749-45-5000

東近江市永源寺診療所

東近江市山上町1352

0748-27-1160

東近江市あいとう診療所

東近江市妹町29

0749-46-8030

東近江市湖東診療所

東近江市横溝町305-1

0749-45-0001

鳥越医院

東近江市八日市上之町4-1

0748-22-2482

高畑医院

東近江市石塔町236-1

0748-55-3511

山口医院

東近江市垣見町682

0748-42-0125

医療法人社団常伯会 寺井産婦人科院

東近江市佐野町670

0748-42-0036

おだわら医院

東近江市猪子町430

0748-42-0346

金岡医院

東近江市佐野町282-7

0748-42-7333

東近江市立 能登川病院

東近江市猪子町191

0748-42-1333

こすぎクリニック

東近江市大萩町46

0749-46-8000

医療法人社団 山崎クリニック

東近江市山路町2907

0748-42-1135

大林内科循環器科

東近江市佐野町397-1 東陽オアシス能登川１階B

0748-42-5051

東近江市蒲生医療センター

東近江市桜川西町340

0748-55-1175

正志会ちとせ長命診療所

滋賀県6

実施機関名

所在地
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やまぐち内科クリニック

東近江市五個荘石塚町24-7

0748-43-2300

松尾医院

東近江市躰光寺町604

0748-42-6035

レイメイクリニック

東近江市東沖野四丁目16-18

0748-20-2220

医療法人布引内科クリニック

東近江市布引台１丁目980

0748-20-1255

さつき診療所

東近江市市子松井町191-4

0748-55-3355

久徳医院

草津市草津二丁目4-17

077-567-5577

岡本医院

草津市桜ヶ丘五丁目3-10

077-565-3757

大西医院

草津市東矢倉一丁目6-26

077-565-8661

岡診療所

草津市野村六丁目14-14

077-562-8011

中神内科クリニック

草津市西大路町11-10

077-562-0209

医療法人社団 せき川クリニック

草津市野村四丁目9-10

077-564-3111

岡森内科医院

草津市草津町1540-1 グラシィオ草津1階

077-567-3220

中野クリニック

草津市大路一丁目15-43

077-567-9137

医療法人 九谷医院

草津市大路一丁目18-31

077-562-2270

橋本内科医院

草津市川原町字寺田302-5

077-564-1566

入江産婦人科

草津市大路二丁目3-11

077-563-5223

医療法人社団 いずみ医院

草津市東草津二丁目2-53

077-565-2347

井上医院

草津市草津四丁目5-23

077-562-0001

医療法人真心会 南草津野村病院

草津市野路一丁目6-5

077-561-3788

医療法人社団 富田クリニック

草津市西渋川一丁目3-22

077-566-0303

医療法人 村上整形外科

草津市東矢倉二丁目13-1

077-561-6600

医療法人 宮本クリニック

草津市上笠四丁目6-6

077-564-0878

医療法人社団 あなむら診療所

草津市穴村町311

077-568-0006

あさい内科

草津市矢橋町104-1

077-566-1739

医療法人桃蘭会 しづ井上内科

草津市青地町481-3

077-567-8502

医療法人社団湖光会 若草診療所

草津市若草5-13-1

077-564-2091

松本胃腸科クリニック

草津市西矢倉3-6-12-11

077-566-7525

なかじま医院

草津市追分3丁目1-14

077-566-8118

竹岡診療所

草津市草津二丁目12-27 たかおビル２階

077-567-5211

にし内科クリニック

草津市下笠町76-5

077-568-8150

おうみクリニック

草津市新浜町85-19

077-569-5525

医療法人 佐竹クリニック

草津市西大路町8-28-102

077-569-3678

医療法人 尾松医院

草津市野村6-1-18 コンフォーレＴ2

077-567-7793

医療法人芙蓉会 南草津病院

草津市野路五丁目2-39

077-562-0724

医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院

草津市東矢倉3-34-52

077-567-3610

社会医療法人誠光会 草津総合病院

草津市矢橋町1660

077-563-8866

なかの医院

草津市平井一丁目15-26

077-566-5123

医療法人ハートセンター 草津ハートセンター

草津市駒井沢町407-1

077-568-5333

医療法人社団 加藤内科医院

草津市野路一丁目6-5-103

077-567-6234

あさの内科クリニック

草津市追分町1229

077-565-2133

のぞみクリニック

草津市草津町1973

077-562-1170

内田内科循環器内科

草津市渋川一丁目2-26 ザ・草津タワー2階

077-516-0200

やまもとクリニック

草津市平井2-1-1

077-516-2225

眞下草津医院

草津市野村二丁目22-8

077-565-0880

北山田診療所

草津市北山田町245-1

077-566-2560

伊藤内科クリニック

草津市西大路町4番32-106号1

077-563-3550

神吉医院

草津市大路二丁目10-7

077-514-9012

おぐまファミリークリニック

草津市南草津２丁目4-3

077-561-3288

医療法人スマイル 玉川スマイルクリニック

草津市野路８丁目22-13

077-564-5555

浜中医院

守山市二町町41-1

077-583-3330

守山市民病院

守山市守山四丁目14-1

077-582-5151
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ふくはら内科クリニック

守山市勝部一丁目16-27

077-582-6789

医療法人 山本内科

守山市今宿一丁目4-8

077-583-6677

医療法人社団 中西整形外科

守山市吉身三丁目14-21

077-582-5030

まつかわ小児科

守山市水保町字北川1268-20

077-585-4153

山本内科婦人科クリニック

守山市梅田町1-25

077-581-1777

医療法人 守山内科クリニック

守山市浮気町300-15 グランドメゾン守山101

077-582-3070

内科胃腸科井上クリニック

守山市吉身三丁目14-46

077-581-1233

北野医院

守山市守山三丁目7-11

077-582-2332

医療法人社団 きどわき医院

守山市播磨田町3067

077-583-8187

ふくだ医院

守山市山賀町字灰塚1018

077-585-6650

ひろたに医院

守山市大林町214-5

077-581-3636

峯森内科医院

守山市木浜町1670-1

077-584-2386

医療法人 佐竹医院

守山市立田町1772-2

077-585-6030

医療法人 かさはら医院

守山市播磨田町1456-1

077-514-0003

うちだクリニック

守山市守山5-8-7

077-514-3633

医療法人 小西醫院

守山市洲本町1256-6

077-584-2666

医療法人社団 安田医院

守山市吉身1-1-9

077-582-8282

医療法人社団 守山三愛小児科

守山市守山6-18-56

077-583-8638

柴田クリニック

守山市播磨田町3016-7

077-582-6207

医療法人社団 山岡整形外科医院

守山市勝部1-17-28

077-583-1122

医療法人 やまもと小児科

守山市金森町657-3

077-581-2375

藤井内科

守山市笠原町1238

077-582-2322

滋賀県障害児協会 かいつぶり診療所

守山市守山町168-1

077-514-1715

医療法人 大橋内科医院

守山市石田町275-3

077-585-5666

守山さくら内科クリニック

守山市守山三丁目10-13

077-582-6577

津田内科医院

守山市焔魔堂15

077-582-3094

ますだ医院

守山市播磨田町1304-2

077-581-1634

前川医院

守山市水保町１２７８

077-598-6288

すずきクリニック

守山市浮気町105-3

077-582-0222

大橋医院

守山市石田町234

077-585-0014

かわひと内科クリニック

守山市勝部３丁目15-31-2

077-582-0929

医療法人徳林クリニック

守山市守山六丁目8-3

077-514-3811

ヤザマ内科医院

守山市大門町56-1

077-582-8627

社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院

栗東市大橋二丁目4-1

077-552-1221

一般財団法人競馬共助会 栗東診療所

栗東市御園1028

077-558-0039

梅井外科・皮フ科クリニック

栗東市安養寺一丁目2-25

077-553-6101

樋上循環器科・内科医院

栗東市綣五丁目1-34

077-552-6617

任医院

栗東市川辺615

077-552-5500

医療法人社団 てはらクリニック

栗東市手原5-6-12

077-554-1112

しが健康医療生活協同組合 こびらい生協診療所

栗東市小平井257-2

077-553-9696

松下外科

栗東市小柿六丁目10-37

077-553-6655

医療法人社団 眞下胃腸科医院

栗東市霊仙寺一丁目1-52

077-553-1041

立石医院

栗東市北中小路竹ノ花2-6

077-552-7267

はなだ婦人クリニック

栗東市綣三丁目10-22

077-551-2175

まるやま医院

栗東市野尻590 あかつきビル1階

077-554-8881

医療法人社団 ふじもと医院

栗東市霊仙寺一丁目2-19 ＥＳＰＯ栗東204

077-554-2528

医療法人 ひえだ医院

栗東市辻251-5

077-551-5388

まがらクリニック

栗東市十里83-3

077-551-1500

あらき内科クリニック

栗東市安養寺一丁目１-20-101

077-553-4447

医療法人明照会 栗東ピースクリニック

栗東市手原3-11-2

077-553-3123

きづきクリニック

栗東市岡195-1

077-553-8051
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栗東はた内科医院

栗東市苅原233

077-554-5550

ふれあい診療所

栗東市小野178

077-552-7211

医療法人 ごとう医院

栗東市御園1829-1

077-559-2782

ＫＫＣウエルネス栗東健診クリニック

栗東市小野501-1

077-551-0500

栗東えりこ内科クリニック

栗東市御園846-1

077-576-5551

医療法人 片岡クリニック

栗東市安養寺８丁目１番３３号 ナカザワメディカルビル２階

077-554-7415

医療法人社団御上会 野洲病院

野洲市小篠原1094

077-587-1332

緑王診療所

野洲市栄31-3

077-588-0572

平田医院

野洲市三上1937-14

077-588-2111

医療法人 森野内科・胃腸科

野洲市北野一丁目19-33

077-587-3636

医療法人 ほりで医院

野洲市久野部1-15

077-587-1601

田中医院

野洲市比江816

077-589-2113

南医院

野洲市吉地1412

077-589-5061

もりおか小児科医院

野洲市三上2112-9

077-586-4900

医療法人 本田医院

野洲市近江富士二丁目5-2

077-588-3500

医療法人社団 すぎやま内科

野洲市小篠原1974-1

077-586-1218

吉田クリニック

野洲市市三宅2732

077-588-5080

澤田医院

野洲市冨波甲1087-1

077-588-5855

山田クリニック

野洲市市三宅2725

077-518-0355

医療法人 吉川医院

野洲市吉川928

077-589-3901

医療法人 藤井医院

野洲市市三宅2480

077-586-5848

ちかもち内科医院

野洲市小篠原2208-1

077-518-0511

医療法人 山地内科

野洲市三上279-1

077-586-8708

えとうクリニック

野洲市吉地一丁目1193

077-575-8808

医療法人社団医真会 野村内科医院

野洲市小篠原2177

077-587-0066

髙田クリニック

野洲市行畑736

077-535-1528

甲原医院

野洲市小篠原2057-1

077-587-0070

医療法人 白井医院

野洲市永原1833-1

077-587-0125

医療法人翔誠会 おおはし腎透析クリニック

野洲市永原1833-4

077-588-0084

一般社団法人 水口病院

甲賀市水口町本町二丁目2-43

0748-62-1212

甲賀中央診療所

甲賀市甲賀町田堵野916-4

0748-88-5106

医療法人 岩谷医院

甲賀市水口町中邸2-10

0748-62-0053

医療法人 川端医院

甲賀市土山町徳原451

0748-67-0018

中西医院

甲賀市土山町北土山石倉1433-2

0748-66-0712

医療法人社団 布留クリニック

甲賀市甲南町寺庄1098

0748-86-3135

医療法人 山田外科医院

甲賀市水口町八坂2-29

0748-62-0893

医療法人社団 太田医院

甲賀市水口町虫生野中央81-2

0748-63-3553

古西医院

甲賀市甲賀町大原字拝坂833-141

0748-88-5575

医療法人 こんどう医院

甲賀市水口町新城696

0748-63-0530

医療法人 今村医院

甲賀市甲南町深川2201

0748-86-2119

医療法人社団仁生会 甲南病院

甲賀市甲南町葛木958

0748-86-3131

医療法人 寺井医院

甲賀市甲南町希望ケ丘本町六丁目857-81

0748-86-1112

中川内科医院

甲賀市水口町水口5546-4

0748-65-5410

医療法人社団 平川クリニック

甲賀市水口町東名坂184-2

0748-63-6373

医療法人高志会 竹内リウマチ科整形外科

甲賀市甲南町野尻77-1

0748-86-8205

しがらきクリニック

甲賀市信楽町長野619-1

0748-82-7833

のざき医院

甲賀市信楽町長野1335

0748-82-7887

甲賀市立信楽中央病院

甲賀市信楽町長野473

0748-82-0249

医療法人尚友会 速水医院

甲賀市水口町北泉一丁目128

0748-65-3211

医療法人 深井クリニック

甲賀市水口町伴中山3802

0748-65-4100

うだ医院

甲賀市土山町北土山1684-1

0748-66-1050
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かりゆしクリニック

甲賀市土山町大野401

0748-67-0155

甲賀市立みなくち診療所

甲賀市水口町貴生川293-1

0748-62-3346

ハートクリニック こころ

甲賀市甲南町野尻411

0748-86-0011

つばさクリニック

甲賀市水口町綾野3-33

0748-63-7766

浅田クリニック

甲賀市水口町東名坂226-1

0748-69-7755

隠岐医院

甲賀市甲賀町隠岐2089

0748-88-4072

公立甲賀病院

甲賀市水口町松尾1256

0748-62-0234

木村医院

甲賀市水口町虫生野1015-9

0748-62-2143

医療法人ますだ内科医院

甲賀市甲賀町滝2231-1

0748-88-2277

みなくち内科・消化器内科

甲賀市水口町南林口47番地2

0748-63-2100

やまもと内科・外科クリニック

甲賀市水口町虫生野中央１１１番地

0748-62-9559

竜王町国民健康保険診療所

蒲生郡竜王町大字山之上1247-2

0748-57-0610

河村医院

蒲生郡日野町内池372

0748-52-0072

医療法人社団昴会 日野記念病院

蒲生郡日野町上野田200-1

0748-53-1201

医療法人社団 朝日医院

蒲生郡日野町大窪1010-1

0748-52-0057

にしぶち医院

蒲生郡竜王町須恵814-93

0748-58-2932

岡診療所

蒲生郡日野町河原一丁目10

0748-53-1155

医療法人社団 弓削メディカルクリニック

蒲生郡竜王町大字弓削1825

0748-57-1141

医療法人 あいさか小児科

蒲生郡日野町松尾2-88-7

0748-53-8139

鎌掛診療所

蒲生郡日野町鎌掛2292

0748-52-0615

しもいけメディカルクリニック

蒲生郡日野町松尾五丁目59-3

0748-53-2324

石塚内科クリニック

蒲生郡竜王町小口1658-1

0748-58-0025

医療法人 どひ整形外科クリニック

蒲生郡日野町松尾三丁目1-1

0748-52-8880

野口小児科

愛知郡愛荘町沓掛388

0749-42-3050

上林医院

愛知郡愛荘町目加田882

0749-37-2003

医療法人 矢部医院

愛知郡愛荘町愛知川1332-1

0749-42-2167

北村医院

愛知郡愛荘町蚊野1732

0749-37-2008

医療法人 成宮クリニック

愛知郡愛荘町市917-7

0749-42-2620

医療法人原尤会 石川医院

愛知郡愛荘町蚊野1882

0749-37-2007

中川クリニック

愛知郡愛荘町沓掛３８２

0749-42-2225

世一クリニック

愛知郡愛荘町中宿31-3

0749-42-7506

公益財団法人 豊郷病院

犬上郡豊郷町八目12

0749-35-3001

大辻医院 川相診療所

犬上郡多賀町川相字前原254

0749-47-1856

重森医院

犬上郡豊郷町四十九院867

0749-35-2068

医療法人社団健友会 若松医院

犬上郡甲良町尼子2019-1

0749-38-2482

小菅医院多賀診療所

犬上郡多賀町多賀1328

0749-48-1650

宮尾医院

犬上郡甲良町在士604

0749-38-4357

医療法人 たけは内科医院

犬上郡豊郷町下枝23-1

0749-35-8015

医療法人 おした整形外科医院

犬上郡豊郷町下枝23-1

0749-35-0017

澤村医院

高島市安曇川町中央四丁目1-3

0740-32-3525

澤村クリニック

高島市新旭町旭一丁目7-1

0740-25-5082

医療法人 前川クリニック

高島市今津町桜町一丁目7-3

0740-22-2881

小篠医院

高島市勝野1727-3

0740-36-1511

多胡クリニック

高島市安曇川町南船木680-2

0740-34-0345

医療法人 湖西クリニック

高島市新旭町安井川1218-1

0740-25-2539

医療法人社団 安井医院

高島市今津町今津1487

0740-22-2030

医療法人 マキノ病院

高島市マキノ町新保1097

0740-27-0099

医療法人かおり会 本多医院

高島市新旭町旭1069-2

0740-25-4123

医療法人 土田医院

高島市安曇川町末広三丁目22-1

0740-32-3317

一般財団法人近江愛隣園 今津病院

高島市今津町南新保87-1

0740-22-2238

医療法人かおり会 藁園本多医院

高島市新旭町太田888-1

0740-25-6591
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マキノ駅前診療所

高島市マキノ町高木浜一丁目22-15

0740-28-8088

高島市民病院

高島市勝野1667

0740-36-0220

東医院

高島市安曇川町青柳915

0740-32-1331

まつもと整形外科

高島市新旭町旭870-20

0740-25-8201

医療法人 片岡クリニック

高島市新旭町新庄989-4

0740-25-6373

医療法人のぞみ会 藤井医院

高島市今津町南新保514-1

0740-22-5311

医療法人 氷室内科医院

高島市安曇川町末広2-12

0740-32-2112

けいこピュアクリニック

高島市今津町浜分67-128

0740-24-7000

あいりんクリニック

高島市今津町中沼一丁目5-6

0740-22-1711

医療法人 小林クリニック

高島市新旭町熊野本一丁目1-1

0740-25-8107

松田歯科医院 まつだ内科歯科クリニック

高島市新旭町旭696

0740-25-5050

高島市民病院朽木診療所

高島市朽木市場701

0740-38-2071

医療法人やまにしクリニック

高島市勝野638

0740-36-0015

小川診療所

湖南市石部東二丁目5-38

0748-77-8082

菩提寺診療所

湖南市菩提寺774-3

0748-74-1121

ふじた医院

湖南市柑子袋590-1

0748-72-8777

医療法人社団阿星会 甲西リハビリ病院

湖南市夏見1168

0748-72-2881

中村医院

湖南市下田1502

0748-75-0025

ほしやま内科医院

湖南市菩提寺西1-9-23-101

0748-74-8618

医療法人社団美松会 生田病院

湖南市菩提寺104-13

0748-74-8577

深野内科医院

湖南市平松北2-53

0748-72-9595

湖南市 国民健康保険 夏見診療所

湖南市夏見1506-1

0748-72-0015

湖南市 国民健康保険 岩根診療所

湖南市岩根1156-2

0748-72-0039

佐野医院

湖南市石部中央四丁目1-57

0748-77-8280

湖南市立石部医療センター

湖南市石部東五丁目3-1

0748-77-4100

湖南市立湖南労働衛生センター

湖南市西峰町1-1

0748-75-0180

あらまき内科クリニック

湖南市菩提寺東3-6-22

0748-60-1306

しが健康医療生活協同組合 医療生協こうせい駅前診療所

湖南市針337-1

0748-71-3222

医療法人社団美松会 甲西中央クリニック

湖南市中央２丁目125

0748-71-3150

なごみ内科クリニック

湖南市岩根４５８０

0748-69-6753

医療法人社団美松会 三雲クリニック

湖南市三雲556-2

0748-71-3220

三浦医院

米原市市場359

0749-55-1025

医療法人社団 柴田医院

米原市入江明神500

0749-52-3217

北村内科循環器科医院

米原市下多良1-7

0749-52-0172

松下医院

米原市枝折40

0749-54-1118

米原診療所

米原市三吉581

0749-54-5311

地域包括ケアセンターいぶき

米原市春照58-1

0749-58-1222

伊藤内科医院

米原市入江1673

0749-52-3534

医療法人 吉田内科クリニック

米原市宇賀野88-20

0749-52-6855

医療法人緑泉会 水野医院

米原市長岡600

0749-55-2133

医療法人緑泉会 水野医院 甲津原分院

米原市甲津原497

0749-55-2133

医療法人 かしはら診療所

米原市柏原2100

0749-57-0855

医療法人悠悠会 いそクリニック

米原市磯1729-1

0749-52-1100

おおはらクリニック

米原市市場411

0749-55-1009

医療法人寛博会 工藤神経内科クリニック

米原市下多良3-36

0749-52-6760

かがい医院

米原市箕浦372

0749-52-9333

塚田医院

米原市箕浦68

0749-52-0041

近江診療所

米原市新庄77-1

0749-54-2127

独立行政法人国立病院機構紫香楽病院

甲賀市信楽町牧997

0748-83-0101

一般財団法人 滋賀保健研究センター

野洲市永原上町664

077-587-3588

公益財団法人滋賀県健康づくり財団

大津市御殿浜6-28

077-536-5210

滋賀県11

実施機関名

所在地

電話番号

近畿健康管理センターＫＫＣウエルネスひこね健診クリニック

彦根市古沢町181

0749-24-3011

滋賀県厚生農業協同組合連合会

大津市富士見台16-1

077-521-1708

近畿健康管理センターＫＫＣウエルネス栗東健診クリニック

栗東市小野501-1

077-551-0500

滋賀県12

