
実施機関名 所在地 電話番号

藤永医院 和歌山県和歌山市北町４１ 073-432-1200

和田医院 和歌山県和歌山市北ノ新地上六軒丁１ 073-422-2239

岡本内科 和歌山県和歌山市小雑賀浜脇１５８ 073-426-2567

井関循環器科内科 和歌山県和歌山市毛見１７３－４ 073-444-8111

川﨑医院 和歌山県和歌山市紀三井寺１０９９ 073-444-1005

得津医院 和歌山県和歌山市新大工町７ 073-432-1092

辻岡医院 和歌山県和歌山市満屋８８－１番地 073-477-1868

松谷内科 和歌山県和歌山市善明寺７５５－８１ 073-451-1700

嶋内科医院 和歌山県和歌山市布引６０７の１ 073-447-0047

江本内科 和歌山県和歌山市芦辺丁１０ 073-425-4096

小池胃腸科 和歌山県和歌山市今福２丁目１－５３ 073-422-1729

瀧本クリニック 和歌山県和歌山市広瀬通丁２－３ 073-425-6161

根来産婦人科医院 和歌山県和歌山市吹上４丁目１番２８号 073-425-3351

かわばた産婦人科 和歌山県和歌山市土入２５－１ 073-453-0600

小池クリニック 和歌山県和歌山市太田２丁目１３番２５号ヒロメディカルセンター 073-474-0333

土井脳神経外科クリニック 和歌山県和歌山市六十谷３５－１ 073-461-2777

多田内科 和歌山県和歌山市吹上２丁目２番３２東洋ビル１階 073-431-6525

西村内科医院 和歌山県和歌山市榎原１３－４ 073-451-3125

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

土井内科胃腸科 和歌山県和歌山市有家２４９－１６ 073-474-8885

飯沼内科医院 和歌山県和歌山市直川１２９７ 073-461-9931

北山健医院 和歌山県和歌山市西庄１８７－５ 073-454-6234

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

さかぐち医院 和歌山県和歌山市宇治袋町１３番地 073-427-0072

坂田内科 和歌山県和歌山市坂田４５３ 073-474-7119

さかつじ内科 和歌山県和歌山市十三番丁６２ 073-433-0880

田畑内科 和歌山県和歌山市毛見３４２－１２ 073-444-3000

和田胃腸科内科 和歌山県和歌山市神前１２６－３ 073-472-1789

榎原内科医院 和歌山県和歌山市榎原２７２－２７ 073-454-2662

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

浦医院胃腸肛門科 和歌山県和歌山市黒田１丁目１番１０クリニックビル上林１F 073-475-1113

虎谷医院 和歌山県和歌山市東高松２－９－２０ 073-423-2157

にしたに内科 和歌山県和歌山市直川９６０－３ 073-462-4131

野村内科医院 和歌山県和歌山市中之島６８８－１ 073-433-6533

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

武田医院 和歌山県和歌山市栄谷１９９－１ 073-455-4500

米田医院 和歌山県和歌山市島２３４－６ 073-461-7807

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

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

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

坂部クリニック 和歌山県和歌山市谷１８ 073-461-1030

医療法人浜病院 和歌山県和歌山市吹上２－４－７ 073-436-2141

医療法人橋本病院 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁４番３１号 073-426-3388

医療法人曙会和歌浦中央病院 和歌山県和歌山市塩屋６丁目２の７０ 073-444-1600

琴の浦リハビリテーションセンター付属病院 和歌山県和歌山市毛見１４５１ 073-444-3141

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

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

医療法人藤民病院 和歌山県和歌山市塩屋３丁目６番２号 073-445-9881
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医療法人匡慈会伏虎リハビリテーション病院 和歌山県和歌山市屋形町１丁目１１番地 073-433-4488

医療法人福慈会福外科病院 和歌山県和歌山市和歌浦東３丁目５番３１号 073-445-3101

医療法人裕紫会中谷病院 和歌山県和歌山市鳴神１２３番地の１ 073-471-3111

和歌山生協病院 和歌山県和歌山市有本１４３－１ 073-471-7711

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

医療法人紀成会ナカムラメディカルクリニック 和歌山県和歌山市元寺町南ノ丁５０ 073-433-3305

医療法人青松会河西田村病院 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁１番１１号 073-455-1015

医療法人良友会西和歌山病院 和歌山県和歌山市土入１７６番地 073-452-1233

河西診療所 和歌山県和歌山市平井６６－１ 073-451-6177

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

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

医療法人殿最会みながクリニック 和歌山県和歌山市友田町４丁目１８ 073-432-2666

医療法人杏林会嶋病院 和歌山県和歌山市西仲間町１丁目３０番地 073-431-3900

医療法人療明会半羽胃腸病院 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁４番１１号 073-436-3933

医療法人森医院 和歌山県和歌山市弘西７９３ 073-461-0005

今福診療所 和歌山県和歌山市今福２丁目１－１６ 073-425-2775

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

生協芦原診療所 和歌山県和歌山市雄松町２丁目５５ 073-423-4349

医療法人圭泉会三谷整形外科・内科 和歌山県和歌山市新高町９－１０ 073-444-6311

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

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

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

北山クリニック 和歌山県和歌山市次郎丸７８－３ 073-454-2700

向陽病院 和歌山県和歌山市津秦４０番地 073-474-2400

米満内科 和歌山県和歌山市黒田１０８－７ 073-471-2555

宮本医院 和歌山県和歌山市西高松１丁目５番３６号 073-422-6065

星野クリニック 和歌山県和歌山市友田町５丁目３２番地 073-422-0007

上西内科 和歌山県和歌山市徒町２８ 073-422-2965

西庄園診療所 和歌山県和歌山市西庄字八王寺１１３３－２ 073-452-8856

医療法人 山本内科・消化器科 和歌山県和歌山市内原９３７－２８ 073-447-2203

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

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

医療法人宗眞会岩本脳神経外科 和歌山県和歌山市神前３９５－２ 073-474-3357

喜多クリニック和歌山診療所 和歌山県和歌山市小松原通１丁目１－１１大岩ビル３階 073-425-2235

岩橋内科 和歌山県和歌山市北中島１－７－１２ 073-427-1030

須佐病院 和歌山県和歌山市吹屋町４－３０ 073-427-1111

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

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 和歌山県和歌山市湊１８５０番地 073-454-4115

横山内科 和歌山県和歌山市宇須１丁目５番１５号 073-422-1741

医療法人栄会貴志内科 和歌山県和歌山市栄谷７４５ 073-455-1120

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

高山病院 和歌山県和歌山市小雑賀３丁目１－１１ 073-426-2151

医療法人紀の国会和田胃腸科医院 和歌山県和歌山市太田一丁目４－２１ 073-473-5252

北島橋クリニック 和歌山県和歌山市北島５５８－１ 073-457-2626

寒川内科医院 和歌山県和歌山市桑山１６４の３ 073-479-3633

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

一般社団法人和歌山市医師会成人病センター 和歌山県和歌山市手平２丁目１番２号 和歌山ビッグ愛３F 073-435-5195

三木町寺下整形外科 和歌山県和歌山市三木町南ノ丁３５番地 073-435-5552

はまだ産婦人科 和歌山県和歌山市島２３０－２ 073-462-0341

下間クリニック 和歌山県和歌山市市小路４０２ 073-455-1718

上山病院 和歌山県和歌山市内原９９８ 073-446-1200
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村上内科 和歌山県和歌山市松ヶ丘１丁目８番１３号 073-446-3070

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

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

田中内科医院 和歌山県和歌山市秋葉町７－２８ 073-447-0222

和歌山生協病院附属診療所 和歌山県和歌山市有本１４１－１ 073-471-8171

社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院 和歌山県和歌山市十二番丁４５ 073-424-5185

クリニック宮本 和歌山県和歌山市大谷１０６－１ 073-454-1500

新谷医院 和歌山県和歌山市島崎町７丁目14番地 073-422-6629

浜田脳神経外科・内科 和歌山県和歌山市東高松３丁目４番２５号 073-445-7331

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

道浦クリニック 和歌山県和歌山市津秦１１３－５ 073-472-7377

医療法人仁泉会丸山整形外科 和歌山県和歌山市舟大工町１２ 073-422-1727

医療法人スミヤ角谷リハビリテーション病院 和歌山県和歌山市納定１０－１ 073-475-1230

宇治田循環器科内科 和歌山県和歌山市榎原２０４番地の８ 073-455-6699

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

医療法人新生会岩橋産科婦人科 和歌山県和歌山市関戸１丁目６番４４号 073-444-4060

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

医療法人紀央会高田整形外科内科クリニック 和歌山県和歌山市西庄３３８－５７ 073-453-7733

吹上クリニック 和歌山県和歌山市吹上２丁目５番２８号 073-423-2700

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

医療法人博文会紀泉KDクリニック 和歌山県和歌山市善明寺３５８番地１ 073-454-5515

医療法人了生会古梅記念病院 和歌山県和歌山市新生町５－３７ 073-431-0351

医療法人雅会みやび内科クリニック 和歌山県和歌山市野崎１３３－１ 073-480-1233

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

医療法人友和会今村病院 和歌山県和歌山市砂山南２丁目４－２１ 073-425-3271

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

医療法人渡辺内科 和歌山県和歌山市湊３２１８ 073-425-0323

串上内科消化器科 和歌山県和歌山市川辺１３３－１ 073-464-3050

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

岡田内科消化器クリニック 和歌山県和歌山市秋葉町２番１９号 073-445-5770

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

医療法人やすだ堀口記念病院 和歌山県和歌山市湊本町三丁目４番地１ 073-435-0113

医療法人英邦会石本胃腸肛門クリニック 和歌山県和歌山市田中町３丁目１番地 073-422-6524

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

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

医療法人推恩会しおたに循環器内科クリニック 和歌山県和歌山市三葛６７７－１ 073-446-3333

いまえクリニック 和歌山県和歌山市加納２０１－８ 073-412-1126

(医)誠人会 与田病院附属ふじと台クリニック 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

綿貫第二クリニック 和歌山県和歌山市北野字川原田２８５ 073-462-6202

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

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

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

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

多屋クリニック 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

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

(医)みうら循環器内科 和歌山県和歌山市北島４５３コンプラベルデⅡ１FA-１号室 073-480-6100

いしぐちクリニック 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

あきさきクリニック 和歌山県和歌山市新中島１２５－１ 073-475-4165

ありいクリニック 和歌山県和歌山市榎原８４－１ 073-457-9500

医療法人博文会児玉病院 和歌山県和歌山市友田町四丁目１３０番地A-ｔｏｗｅｒ 073-436-6557

三木町歯科･内科 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
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松平ハタ医科歯科クリニック 和歌山県和歌山市鷹匠町１－６０ 073-488-1115

淀澤医院 和歌山県和歌山市野崎１８－１ 073-457-2393

加守田医院 和歌山県和歌山市鳴神５０５－１３ 073-475-1175

岡本医院 和歌山県和歌山市園部５９６－１５６ 073-455-6468

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

クリニックもり 和歌山県和歌山市西田井２１６－１ 073-464-3060

黒田医院 和歌山県和歌山市吉田３１８番地 073-422-3990

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

三木内科 和歌山県和歌山市楠見中１６９－１ 073-454-8115

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

森内科クリニック 和歌山県和歌山市有本２２６－１２ 073-402-3281

竹内内科胃腸科 和歌山県和歌山市西浜９７３－１２ 073-441-5501

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

岡本クリニック 和歌山県和歌山市材木丁７３ 073-432-3244

平井診療所 和歌山県和歌山市土入２９１－８６ 073-480-5262

秋月レディースクリニック 和歌山県和歌山市木広町５丁目４－４ 073-423-9888

宮本内科 和歌山県和歌山市紀三井寺１－５３ 073-414-1300

太田内科医院 和歌山県和歌山市山吹丁３４ 073-422-3953

木広町クリニック 和歌山県和歌山市木広町５丁目１番地１２ 073-433-5566

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

みつばクリニック 和歌山県和歌山市広道３８ 073-422-2122

みなかた内科 和歌山県和歌山市松江北５－５－９ 073-480-5556

西川内科クリニック 和歌山県和歌山市黒田１丁目２番４号寺本興産ビル１Ｆ 073-471-0002

さわ内科医院 和歌山県和歌山市新留丁３２ 073-422-2365

黒田内科医院 和歌山県和歌山市直川西端１－８ 073-464-1600

西本クリニック 和歌山県和歌山市七番丁16番地和一ビル２F 073-428-1220

有田内科 和歌山県和歌山市十一番丁５１ 073-433-7899

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

サンクリニック 和歌山県和歌山市中之島１７１６ 073-402-7750

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

松尾クリニック 和歌山県和歌山市小瀬田１０９－２ 073-479-5055

ねごろクリニック 和歌山県和歌山市中之島２３４５ 073-435-0411

たまい内科 和歌山県和歌山市紀三井寺１４５４ 073-446-0021

小倉内科 和歌山県和歌山市吉礼６１－８ 073-478-1912

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

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

嶋倉クリニック 和歌山県和歌山市堀止西１丁目３－５ 073-423-3800

奥本医院 和歌山県和歌山市福島５６１ 073-455-0709

阪井循環器内科医院 和歌山県和歌山市十番丁１２　十番丁ビル１Ｆ 073-422-0534

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

西川内科診療所 和歌山県和歌山市匠町２９小山ビル１F 073-431-0526

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

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

佐谷医院 和歌山県和歌山市加太１１７５の１１ 073-459-0563

かさの医院 和歌山県和歌山市神前３７２－１ 073-471-1197

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

なおや内科クリニック 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 和歌山県和歌山市美園町３－３４ けやきＯＮＥ２Ｆ２０２ 073-431-5560

橘医院 和歌山県和歌山市黒田１１７ 073-471-3940

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

葵町クリニック 和歌山県和歌山市葵町２－３３ 073-432-7876
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ひうらクリニック 和歌山県和歌山市友田町５－４３山植ビル２F 073-433-7556

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

あおたハートクリニック 和歌山県和歌山市三番丁５４三番丁タワー１０１ 073-427-0324

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

中山内科 和歌山県和歌山市十番丁６１ 073-433-8355

増井内科 和歌山県和歌山市次郎丸６９－1 073-453-7677

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

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

太田医院 和歌山県和歌山市太田１丁目１３番１０号 太田ビル２F 073-473-0010

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

山口医院 和歌山県和歌山市毛見２９５－２１ 073-444-3872

辻クリニック 和歌山県和歌山市六十谷７４８ MMKビル１０４号 073-464-2350

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

中谷医科歯科クリニック 和歌山県和歌山市屋形町１丁目２６番地 073-433-2002

三谷医院 和歌山県和歌山市和歌浦東３丁目５－５３ 073-499-7013

有井医院 和歌山県和歌山市湊２－７－８ 073-455-3411

有本クリニック 和歌山県和歌山市太田３８－１４ 073-475-3900

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

生馬医院 和歌山県和歌山市吉田４３６ 073-422-1458

やましたレディース・マタニティクリニック 和歌山県和歌山市元寺町西ノ丁９ 073-426-8111

島循環器・内科 和歌山県和歌山市堀止東１－２－７ 073-427-0006

和歌山駅前つじもと内科・呼吸器内科アレルギー科 和歌山県和歌山市黒田９５－５ 073-476-5676

松本内科クリニック 和歌山県和歌山市西高松１丁目８－１０ 073-488-3542

舩橋クリニック 和歌山県和歌山市岩橋３１６ 073-472-2666

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

内科･生活習慣病くらしクリニック 和歌山県和歌山市東蔵前丁３９ キーノ和歌山３階 073-494-3355

大河内医院 和歌山県和歌山市中島４２９－１ 073-473-5800

坂本内科 和歌山県和歌山市今福４－２－２０ 073-425-2588

恵みクリニック 和歌山県和歌山市坂田６４１－２ 073-499-4169

和歌山駅前たまき乳腺外科クリニック 和歌山県和歌山市友田町４－１３０　Aタワー２０６ 073-488-8610

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

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

小林医院 和歌山県橋本市橋本２－２－１６ 0736-32-0159

小西内科医院 和歌山県橋本市隅田町芋生字鳥井戸３７の４ 0736-32-9035

藤堂診療所 和歌山県橋本市城山台２－１２－６ 0736-37-3303

森本胃腸肛門科 和歌山県橋本市東家１丁目２－２５サンライズビル２F 0736-33-0051

おおはぎ内科 和歌山県橋本市三石台３－２３－６ 0736-38-2570

いこまレディースクリニック 和歌山県橋本市東家１－２－２５サンライズビル１Ｆ 0736-39-8080

みなみ胃腸肛門科・外科 和歌山県橋本市しらさぎ台２－１２ 0736-38-3737

栗山クリニック 和歌山県橋本市高野口町小田６５３－２ 0736-43-0310

虎谷内科小児科医院 和歌山県橋本市高野口町向島１７７ 0736-42-2802

植阪クリニック 和歌山県橋本市高野口町伏原１４４－２ 0736-43-0100

松岡医院 和歌山県橋本市高野口町名倉１８６－１ 0736-42-2117

伊藤クリニック 和歌山県橋本市高野口町伏原１０１１ 0736-43-1133

いわくらクリニック 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

小林医院 和歌山県橋本市神野々３８５－２ 0736-32-0846

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

小林診療所 和歌山県橋本市学文路７０５番地 0736-32-0469

曽和医院 和歌山県橋本市御幸辻２１８－３ 0736-33-3003

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

辻本クリニック 和歌山県橋本市高野口町大野２３５－１ 0736-42-2528
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医療法人森下会森下クリニック 和歌山県橋本市高野口町向島４２－１３ 0736-44-1666

医療法人ミナミ南クリニック胃腸・肛門科 和歌山県橋本市市脇４－７－６ 0736-34-0171

谷内クリニック 和歌山県橋本市東家４－２－４ 0736-39-3339

梅本診療所 和歌山県橋本市隅田町河瀬３５２ 0736-33-0477

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

谷田クリニック 和歌山県海草郡紀美野町小畑６６８－１ 073-489-6800

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

国保野上厚生総合病院 和歌山県海草郡紀美野町小畑１９８ 073-489-2178

紀美野町国民健康保険国吉診療所 和歌山県海草郡紀美野町田６３番地 073-498-0002

紀美野町国民健康保険長谷毛原診療所 和歌山県海草郡紀美野町毛原宮２５４番地－５ 073-499-0300

医療法人紀西会にしもと内科クリニック 和歌山県海草郡紀美野町吉野４６－２ 073-489-8338

上田内科 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東１７１ 0736-22-1306

阪中外科 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺２１－１ 0736-22-7018

花谷医院 和歌山県伊都郡高野町高野山４１７ 0736-56-3213

上田神経科クリニック 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東１７１ 0736-22-1000

木秀クリニック 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町２５３０－１１ 0736-22-8883

上田消化器・内科クリニック 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東１７１ 0736-23-2001

米田小児科医院 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺４３７－１３ 0736-22-3065

医療法人九曜會前田医院 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東７２７ 0736-22-1070

萩原内科・小児科 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 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 和歌山県伊都郡九度山町九度山５６７－１ 0736-54-2017

医療法人永野医院 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東９７－１ 0736-23-2311

山本胃腸科外科内科 和歌山県海南市岡田８３－１ 073-483-7755

橋本胃腸科 和歌山県海南市日方４３１ 073-483-7877

西岡医院 和歌山県海南市下津町橘本９７２－５ 073-494-0238

石川医院 和歌山県海南市下津町黒田１０６ 073-492-2200

西本内科外科医院 和歌山県海南市下津町黒田８４ 073-492-2241

山本医院 和歌山県海南市下津町丸田１４７－３ 073-492-2219

角田医院 和歌山県海南市下津町上１８９ 073-492-0278

山西内科 和歌山県海南市藤白１６６－９ 073-483-2200

しおたにクリニック 和歌山県海南市七山３５０ 073-486-0010

細部医院 和歌山県海南市下津町下２７９ 073-492-2164

しんがきクリニック 和歌山県海南市名高５３５－５ 073-483-5252

医療法人琴仁会石本病院 和歌山県海南市船尾３６５ 073-482-5063

医療法人天竹会竹中整形外科・内科 和歌山県海南市重根１１－１ 073-487-4171

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

おくクリニック 和歌山県海南市名高２４３番地 073-483-5421

木村医院 和歌山県海南市沖野々２６０ 073-487-3100

笠松病院 和歌山県海南市船尾１９６ 073-482-3153

山本医院 和歌山県海南市且来６３２－１ 073-482-0189

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

医療法人さくら会さくらクリニック 和歌山県海南市名高１４０番地１ 073-484-5001

吉川内科循環器科 和歌山県海南市幡川１８５－１ 073-484-2525

医療法人恵友会下津クリニック 和歌山県海南市下津町小南１２６－１ 073-492-5131

医療法人久生会山本クリニック 和歌山県海南市名高５０６－４ 073-482-4346

さいかクリニック 和歌山県海南市下津町丁９７－１ 073-494-1111

かわむら医院 和歌山県海南市下津町下津７８５－２ 073-492-0132

くらはしクリニック 和歌山県海南市黒江５４３ 073-483-4013

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

医療法人宏和会いぬい内科呼吸器内科クリニック 和歌山県海南市名高５３９番地１８岩崎ビル１F 073-483-4030
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生馬医院 和歌山県有田市宮原町新町４０ 0737-88-7058

江川内科 和歌山県有田市辻堂４９３ 0737-83-2853

川嶋内科 和歌山県有田市箕島８８２－１ 0737-82-0616

楠本内科医院 和歌山県有田市箕島９３０－５ 0737-82-4428

中村内科医院 和歌山県有田市箕島６５３－５ 0737-83-2255

石井内科 和歌山県有田市宮崎町１９－３ 0737-85-3331

山根内科 和歌山県有田市港町２３１－２３ 0737-82-5128

萬谷医院 和歌山県有田市宮崎町２３７ 0737-83-2411

山下内科胃腸科 和歌山県有田市初島町里２１６３ 0737-82-1551

垣本内科医院 和歌山県有田市宮原町滝川原５１２－３ 0737-88-6660

栗原整形外科 和歌山県有田市初島町里１７０２ 0737-82-5645

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

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

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

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

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

笠松医院 和歌山県有田郡有田川町粟生５４７ 0737-22-0304

横矢クリニック 和歌山県有田郡広川町広１５１８ 0737-65-2333

なかむら内科クリニック 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 和歌山県有田郡有田川町二川３６９－３ 0737-23-0460

小野田クリニック 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１９１７－１ 0737-65-1616

澳内科医院 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１０５４の１ 0737-62-3649

ゆあさクリニック 和歌山県有田郡有田川町下津野１２８８－１ 0737-52-8880

児島医院 和歌山県有田郡湯浅町湯浅６８６ 0737-62-2066

松谷医院 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 和歌山県有田郡有田川町板尾１３１ 0737-26-0311

くすばやし医院 和歌山県有田郡有田川町金屋２５６－１ 0737-32-2336

坊岡医院 和歌山県有田郡有田川町徳田４０６－１ 0737-52-3054

医療法人たちばな会西岡病院 和歌山県有田郡有田川町小島２７８番地１ 0737-52-6188

済生会有田病院 和歌山県有田郡湯浅町吉川５２－６ 0737-63-5561

有田南病院 和歌山県有田郡有田川町大字小島１５ 0737-52-3730

橋本胃腸肛門外科 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１７４９－３ 0737-62-2226

吉村内科医院 和歌山県有田郡湯浅町湯浅６９０ 0737-63-4666

寿楽園診療所 和歌山県有田郡有田川町小川９９２ 0737-32-3221

亀井クリニック 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 和歌山県有田郡有田川町土生３７１－２６ 0737-52-7881

森田内科クリニック 和歌山県有田郡有田川町庄６２１－１ 0737-53-2666

宮本クリニック 和歌山県有田郡有田川町徳田９７－６ 0737-52-6777

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

かなやクリニック 和歌山県有田郡有田川町金屋９０－１ 0737-32-5552

オレンジクリニック 和歌山県有田郡有田川町吉原５２２番地 0737-32-4665

梅田内科医院 和歌山県紀の川市南勢田１７５ 0736-77-7790

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

正木クリニック 和歌山県紀の川市打田１４１５－４ 0736-77-7585

宮井内科 和歌山県紀の川市上野１３－１０ 0736-78-1510

林内科 和歌山県紀の川市長田中３９４－３ 0736-73-2441

髙木内科 和歌山県紀の川市粉河４１８－２ 0736-73-8008

中田内科・胃腸科 和歌山県紀の川市猪垣５５－３ 0736-74-2255

馬渕医院 和歌山県紀の川市粉河２２１３ 0736-73-2116

佐藤クリニック 和歌山県紀の川市藤崎３６３－２ 0736-75-9229

西岡内科胃腸科 和歌山県紀の川市桃山町最上８４－５ 0736-66-2223
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矢野医院 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 和歌山県紀の川市桃山町神田１５６ 0736-66-3111

久保外科 和歌山県紀の川市貴志川町神戸２１２－２ 0736-64-5788

高尾内科医院 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖５－４ 0736-64-8700

まつもと内科 和歌山県紀の川市貴志川町長山２４４ 0736-65-3111

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

どばしクリニック胃腸内科・呼吸器内科・外科 和歌山県紀の川市北勢田２２８番１ 0736-77-7700

坂口内科 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口５７７－１ 0736-64-7801

坂中内科 和歌山県紀の川市花野９１番地４ 0736-77-5733

山口胃腸科 和歌山県紀の川市西大井１４８－９ 0736-77-7308

奥クリニック 和歌山県紀の川市黒土２６３－１ 0736-77-7800

医療法人西浦内科クリニック 和歌山県紀の川市西大井１１７－６ 0736-77-3048

医療法人慈愛会勝田胃腸内科外科医院 和歌山県紀の川市粉河１９１６ 0736-73-2101

稲穂会病院 和歌山県紀の川市粉河７５６－３ 0736-74-2100

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

阪口クリニック 和歌山県紀の川市名手市場６３ 0736-75-2020

井畑内科医院 和歌山県紀の川市貴志川町長原４３６－１ 0736-64-6022

浅江胃腸科 和歌山県紀の川市貴志川町長山２７７－２１４ 0736-64-8050

神戸坂口クリニック 和歌山県紀の川市貴志川町神戸６４４ 0736-64-1105

医療法人紫英会循環器内科するたクリニック 和歌山県紀の川市上野７８－１ 0736-78-3771

かきはら胃腸科内科 和歌山県岩出市今中１０５－２ 0736-61-2600

伊藤内科 和歌山県岩出市西野１９０－１ 0736-69-2121

こうぐち内科クリニック 和歌山県岩出市湯窪51番 0736-61-5252

ますだクリニック 和歌山県岩出市相谷４８２－３ 0736-79-3200

なかふさ診療所 和歌山県岩出市中迫５５３－１ 0736-69-0777

ふるさと内科クリニック 和歌山県岩出市西安上６２－１ 0736-62-2525

ひらまつクリニック 和歌山県岩出市高塚５３番４ 0736-69-0022

かわしま医院 和歌山県岩出市高塚１８８－１ スーパーエバグリーンプラス岩出高塚店２F 0736-69-1007

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

医療法人豊田内科 和歌山県岩出市根来９１３ 0736-63-0297

医療法人彌栄会やよいメディカルクリニック 和歌山県岩出市中迫１３９ 0736-62-7777

医療法人富田会富田病院 和歌山県岩出市紀泉台２ 0736-62-1522

胃腸肛門科家田医院 和歌山県岩出市中黒５０７－１ 0736-61-1212

岩田医院 和歌山県岩出市水栖５０３番地の５ 0736-62-6705

医療法人甃友会安川診療所 和歌山県岩出市西国分６８８－１ 0736-63-1688

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

おおみや診療所 和歌山県岩出市宮５０－１ 0736-61-6151

林循環器内科クリニック 和歌山県岩出市清水４３８ 0736-62-3056

ふじはら整形外科クリニック 和歌山県岩出市今中１５１－３ 0736-67-3622

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

かわぐちクリニック 和歌山県岩出市中迫２７５－９ 0736-67-2334

よしだクリニック 和歌山県岩出市吉田４１３－１ 0736-69-5404

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

殿田胃腸肛門病院 和歌山県岩出市宮１１７－７ 0736-62-9111

ナカイマ整形外科クリニック 和歌山県岩出市金池３８９－１ 0736-62-5558

はた乳腺クリニック 和歌山県岩出市川尻２３０－１ 0736-63-1177

皆楽園診療所 和歌山県岩出市西国分６６８ 0736-67-6061

塩路内科胃腸科 和歌山県御坊市藤田町吉田６２１ 0738-24-0666

中島医院 和歌山県御坊市湯川町小松原３８０－１１ 0738-22-0168

山羽胃腸科内科 和歌山県御坊市薗６５２－２ 0738-22-1968

天津医院 和歌山県御坊市薗３０８－７ 0738-22-5351
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西本医院 和歌山県御坊市島１７４－１３ 0738-22-0456

松下内科 和歌山県御坊市島１１４の６ 0738-22-2090

御坊なかむらクリニック 和歌山県御坊市湯川町財部７１５番地 0738-52-8020

井本内科 和歌山県御坊市島２３２－８ 0738-22-2228

ながおクリニック 和歌山県御坊市湯川町小松原５３１－１ 0738-32-0011

社会医療法人黎明会北出病院 和歌山県御坊市湯川町財部７２８の４ 0738-24-3000

ひだか病院 和歌山県御坊市薗１１６の２ 0738-22-1111

もりばた医院 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋１０８７ 0738-23-0111

深谷外科医院 和歌山県御坊市湯川町財部６７０－１ 0738-23-1881

池田内科クリニック 和歌山県御坊市薗３８１－６ 0738-24-0800

医療法人すこやか会おおたにクリニック 和歌山県御坊市名田町野島１－７ 0738-29-2951

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

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

T-Cubeメディカルクリニック 和歌山県御坊市湯川町財部６４６－１１ 0738-22-6428

医療法人kinoe紀伊クリニック 和歌山県御坊市湯川町小松原６１５－１ 0738-24-2222

龍神医院 和歌山県日高郡美浜町吉原２６４ 0738-22-6686

谷本内科小児科 和歌山県日高郡日高川町土生１６０－４ 0738-24-2040

とめきクリニック 和歌山県日高郡日高川町小熊２４７５－１ 0738-22-3232

辻村外科 和歌山県日高郡みなべ町東吉田２８２ 0739-72-2522

古田医院 和歌山県日高郡日高町荊木５６０ 0738-63-2625

医療法人大原内科 和歌山県日高郡美浜町和田１１３８－１０４ 0738-23-3300

森本医院 和歌山県日高郡美浜町田井３１３－１ 0738-24-3333

笹野クリニック 和歌山県日高郡印南町古井５２１ 0738-45-0880

小溝クリニック 和歌山県日高郡印南町島田１１６３－１１ 0738-43-8000

玉置クリニック 和歌山県日高郡由良町里３４９－１ 0738-65-1511

日高川町国民健康保険川上診療所 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 和歌山県日高郡日高川町寒川２９３ 0738-58-0012

柏井内科クリニック 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 和歌山県田辺市末広町９－８ 0739-22-1929

近野診療所 和歌山県田辺市中辺路町近露１１５１－１ 0739-65-0007

ほんぐうクリニック 和歌山県田辺市本宮町本宮１４７－３ 0735-42-8880

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

ふじたクリニック 和歌山県田辺市秋津町１５８－４ 0739-34-3034

平畑医院 和歌山県田辺市高雄１丁目５番２号 0739-24-8770

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

医療法人研医会田辺中央病院 和歌山県田辺市南新町１４７ 0739-24-5333

医療法人長嶋医院 和歌山県田辺市目良３２－３２ 0739-24-3220

医療法人洗心会玉置病院 和歌山県田辺市上屋敷２丁目５番１号 0739-22-6028

なす医院 和歌山県田辺市高雄３丁目１３－１ 0739-25-0025

辻内科医院 和歌山県田辺市中万呂１３３－１１ 0739-25-3377

医療法人医仁会楠本医院 和歌山県田辺市片町１００ 0739-22-3245

外科内科辻医院 和歌山県田辺市上屋敷３－１１－１４ 0739-22-0534

竹村医院 和歌山県田辺市東山１－３－８ 0739-26-6700

西川医院 和歌山県田辺市高雄１－２２－２０ 0739-22-1483

杉本胃腸科外科 和歌山県田辺市中万呂６２－６ 0739-26-1133

医療法人大嶋内科医院 和歌山県田辺市龍神村福井１２４７ 0739-77-0029

鮎川診療所 和歌山県田辺市鮎川５８３－３ 0739-48-0031

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

田辺市本宮さくら診療所 和歌山県田辺市本宮町本宮９２１番地の２ 0735-42-8101

真寿苑クリニック 和歌山県田辺市神島台４番１号 0739-23-1155

医療法人博信会串医院 和歌山県田辺市中屋敷町６８－１ 0739-22-5017
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えのもと内科クリニック 和歌山県田辺市たきない町２－１ 0739-81-1532

まろクリニック 和歌山県田辺市下万呂３９３－５ 0739-81-1200

医療法人うえだ内科外科クリニック 和歌山県田辺市新万２８－２７ 0739-23-2700

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

玉置医院 和歌山県田辺市芳養松原一丁目１２－１ 0739-22-2372

味八木胃腸科外科 和歌山県新宮市神倉４－６－４０ 0735-21-5610

木下外科医院 和歌山県新宮市橋本１丁目３番５号 0735-23-1122

谷地内科医院 和歌山県新宮市新宮字馬町５５４－１ 大橋通りTビル１Ｆ 0735-23-3088

新谷クリニック 和歌山県新宮市橋本２丁目５-５４ 0735-23-2226

橋本クリニック 和歌山県新宮市谷王子町２－４ 0735-29-7329

かじの内科クリニック 和歌山県新宮市新宮字広角２６２１番地 0735-38-8010

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

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

湊口医院 和歌山県新宮市三輪崎２－１３－５１ 0735-31-6660

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

湊口内科クリニック 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 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 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 和歌山県新宮市緑ｹ丘２－２－５５ 0735-22-5551

吉田診療所 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来６１６ 0739-47-0463

真貴診療所 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２７９２－１ 0739-43-0003

中北クリニック 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来９５－１ 0739-83-3600

丸笹外科内科 和歌山県西牟婁郡白浜町日置９８１ 0739-52-3636

なかたに医院 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来782番地１ 0739-47-0070

国保すさみ病院 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見２３８０ 0739-55-2065

中井・丸岡医院 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来１３３８－３ 0739-47-0150

白浜はまゆう病院 和歌山県西牟婁郡白浜町１４４７ 0739-43-7877

船附診療所 和歌山県西牟婁郡白浜町富田１３６０－２０ 0739-45-3636

三谷医院 和歌山県西牟婁郡白浜町１３９６ 0739-42-3606

西富田クリニック 和歌山県西牟婁郡白浜町才野１ 0739-45-3600

森山医院 和歌山県西牟婁郡白浜町栄６８９－１ 0739-45-2002

國正医院 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住９４１－１０ 0739-58-0048

クリニック大古 和歌山県西牟婁郡白浜町大古１１－２ 0739-87-2400

上富田クリニック 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来１４０７－１ 0739-47-1100

白浜町国民健康保険直営日置診療所 和歌山県西牟婁郡白浜町日置２０６－１ 0739-52-2002

白浜町国民健康保険直営川添診療所 和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野１１０３番地 0739-54-0037

(医)線崎外科胃腸科クリニック 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田１９０３－３ 0739-47-3333

清水内科クリニック 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里８００－２ 0735-58-8051

坂野医院 和歌山県東牟婁郡太地町太地３０５５ 0735-59-2063

宮本医院 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満２８３番地 0735-52-0010

榎本クリニック 和歌山県東牟婁郡串本町西向１２２－３ 0735-72-3530

鎌田医院 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬３１４３ 0735-62-2526

鎌田医院田並診療所 和歌山県東牟婁郡串本町田並１１３４ 0735-66-0413

稲生医院 和歌山県東牟婁郡串本町串本１７３５－５２ 0735-62-3811

髙橋ファミリークリニック 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満８００ 0735-29-7385

古座川町国民健康保険七川診療所 和歌山県東牟婁郡古座川町下露３７６ 0735-77-0232

医療法人日進会日進会病院 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日１－２２１－１ 0735-52-6511

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

中山医院 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井５５７－１３ 0735-54-1181

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

医療法人杉医院 和歌山県東牟婁郡串本町串本１９２９ 0735-62-0153
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実施機関名 所在地 電話番号

覚前医院田並診療所 和歌山県東牟婁郡串本町田並９４２ 0735-66-0323

けんゆうクリニック 和歌山県東牟婁郡串本町串本１７９０番地 0735-62-5080

辻内医院 和歌山県東牟婁郡串本町串本２２８１ 0735-69-2211

やもとクリニック 和歌山県東牟婁郡串本町上野山１９１番地 0735-72-3388

国保明神診療所 和歌山県東牟婁郡古座川町川口２５４－１ 0735-67-7113

医療法人木下医院 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目６０番地 0735-52-2035

こしみちクリニック 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川１３５６－４ 0735-67-7785

那智勝浦町立温泉病院 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満１１８５－４ 0735-52-1055

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

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

日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県和歌山市小松原通４－２０ 0120-991-376

独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 和歌山県和歌山市木ノ本９３－１ 073-451-3181

有田市立病院 和歌山県有田市宮崎町６番地 0737-82-2151

紀南病院 和歌山県田辺市新庄町４６－７０ 0739-22-5130

高野町立高野山総合診療所 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 和歌山県伊都郡高野町西富貴４６ 0736-53-2013

橋本市民病院 和歌山県橋本市小峰台２－８－１ 0736-37-1200

社会医療法人黎明会
健診センター・キタデ 和歌山県御坊市湯川町財部７３３－１ 0738-24-3000

公益財団法人和歌山県民総合健診センター 和歌山県和歌山市手平２丁目１番２号 073-435-5206

上中クリニック 和歌山県和歌山市岩橋１５８３－１ 073-475-5030

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター附属健康増進センター和歌山診療所 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬２５０４－８ 0739-33-9937

和歌山県11


