
（岩出市外の医療機関）
種別 医療機関名 所在地 備考
医科 愛徳医療福祉センター 和歌山市今福3丁目5-41

アイリス眼科クリニック 和歌山市内原812-7

おかもと眼科 和歌山市中之島307-1

医療法人青松会　河西田村病院 和歌山市島橋東ノ丁1-11

かわくぼ皮ふ科クリニック 和歌山市南休賀町11番地

かわしま眼科クリニック 和歌山市狐島370-1

眼科田中クリニック 和歌山市美園町5丁目1番8号　山榮ビル3階

木下耳鼻いんこう科 和歌山市小雑賀728-1

楠見台耳鼻咽喉科 和歌山市大谷420番地1

医療法人立心会　くろだ耳鼻咽喉科 和歌山市黒田254-3

こやま皮膚科 和歌山市匠町29番地

こやま小児科 和歌山市匠町29番地

耳鼻咽喉科・小児科　さんさんクリニック 和歌山市直川569-1

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

しらい眼科 和歌山市中573番地　イオンモール和歌山地下1階

鈴木眼科 和歌山市美園町3丁目34番地

生協こども診療所 和歌山市有本144-17

瀬川皮膚科泌尿器科性病科医院 和歌山市吉田347

せせらぎクリニック 和歌山市古屋１５３－７

たいようこどもクリニック 和歌山市新中島125-1

だけクリニック 和歌山市蔵小路15-1

田村眼科 和歌山市黒田120番地　アソートクロダ3F

月山チャイルドケアクリニック 和歌山市小松原通1-3

月山ベビィクリニック 和歌山市秋月483

津田小児科 和歌山市六十谷374-1

つの小児科 和歌山市関戸1丁目4-10

なかい眼科 和歌山市神前146-1メゾンローズ1F

仲河眼科医院 和歌山市黒田138-1

なかむら皮膚科 和歌山市直川375-1

中西クリニック 和歌山市美園町５丁目7-4

中西内科呼吸器内科クリニック 和歌山市塩屋5丁目122-1

神人クリニックなぐさ耳鼻咽喉科 和歌山市布引914-15

日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山市小松原通4-20

ねごろクリニック 和歌山市中之島2345

医療法人耳鼻咽喉科はやしクリニック 和歌山市岩橋992-1

ひまわりこどもクリニック 和歌山市木ノ本309-3

藤田眼科 和歌山市小雑賀710

ふじと台クリニック 和歌山市中573-19　ふじと台ステーションビル4F

前岡小児科 和歌山市古屋95-1

まつもと眼科 和歌山市井ノ口123-2

まつやま整形外科クリニック 和歌山市里86番地1

三木町寺下整形外科 和歌山市三木町南ノ町35

みずこしこどもクリニック 和歌山市弘西790-1

美園町眼科医院 和歌山市美園町5丁目61番地　和歌山ミオ4Ｆ

クリニックもり 和歌山市西田井216-1

森女性クリニック 和歌山市太田1丁目10-13

楊消化器クリニック 和歌山市小松原通5丁目20

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

和歌山県立医科大学附属病院 和歌山市紀三井寺811-1

和歌山県子ども女性障害者相談センター　子どもメンタルクリニック 和歌山市毛見1437番地218

和歌浦中央病院 和歌山市塩屋6丁目2-70

和歌山ろうさい病院 和歌山市木ノ本93-1

医療法人　昭陽会　綿貫整形外科 和歌山市北野281
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医療法人　杏樹会　綿貫第二クリニック 和歌山市北野字川原田285

医療法人　和田皮膚科 和歌山市神前126番地の3

赤ひげクリニック 紀の川市桃山町神田378

医療法人　泉谷眼科 紀の川市上野14番地の1

医療法人　稲穂会　稲穂会病院 紀の川市粉河756-3

うえおく皮ふ科 紀の川市貴志川町長原435-1

上田内科クリニック 紀の川市東国分431-1

馬渕医院 紀の川市粉河2213番地

梅田内科医院 紀の川市南勢田175

奥クリニック 紀の川市黒土263番地1

医療法人　かしい小児科 紀の川市打田1417-4

貴志川リハビリテーション病院 紀の川市貴志川町丸栖1423-3

北山眼科クリニック 紀の川市貴志川町丸栖649番地

さかい耳鼻咽喉科クリニック 紀の川市貴志川町井ノ口1576-1

澤田泌尿器科・内科クリニック 紀の川市西野山480-5

医療法人紫英会　循環器内科するたクリニック 紀の川市上野78-1

高木内科 紀の川市粉河418-2

たま整形外科 紀の川市貴志川町井ノ口974-4

津田クリニック 紀の川市桃山町神田156番地

中田内科・胃腸科 紀の川市猪垣55-3

長雄整形外科 紀の川市下井阪447-1

那賀休日急患診療所 紀の川市東大井350番地

公立那賀病院 紀の川市打田1282

医療法人　礼仁会　西田整形外科 紀の川市貴志川町長山30-1

のだ小児科　 紀の川市北大井198-7

はしづめ眼科 紀の川市粉河2148-1

まつもと内科 紀の川市貴志川町長山244

峰小児科 紀の川市貴志川町長山277-284

医療法人　山口胃腸科 紀の川市西大井148番地9

耳鼻咽喉科　ゆうクリニック 紀の川市中井阪205-3

金川眼科 海南市名高76-16

ふじた眼科 海南市沖野々259

みぞばたクリニック 海草郡紀美野町動木99-1

歯科 青島歯科 和歌山市黒田253

明楽歯科医院 和歌山市大垣内690-7

熱田歯科室 和歌山市十一番町44

アリマ歯科医院 和歌山市西高松2丁目15-7

いずみ歯科 和歌山市鳴神105

市川歯科医院 和歌山市十番丁15

岩尾歯科 和歌山市園部888-7

上野山歯科 和歌山市神前37-65

江見歯科医院 和歌山市府中1096-1

おおまゑ歯科 和歌山市美園町5丁目11番地15

おぐり歯科クリニック 和歌山市里93-1

金尾歯科医院 和歌山市吉田537番地

医療法人　川崎歯科医院 和歌山市東高松3丁目2-7

木村歯科医院 和歌山市秋月204

くすの木デンタルクリニック 和歌山市島崎町5丁目32-7

研司歯科クリニック 和歌山市太田65-11

こうざき西歯科クリニック 和歌山市神前105-1

神野歯科医院 和歌山市中之島356-20

ごう歯科クリニック 和歌山市和田160-3

小谷歯科医院 和歌山市宇田森18-4
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坂口歯科第二医院 和歌山市森小手穂745-3

坂中歯科 和歌山市北島404-157

佐武歯科医院 和歌山市岡山丁88番地

菅野歯科医院 和歌山市和歌浦中1丁目5-2

スマイル歯科 和歌山市湊御殿2-3-37

滝本歯科医院 和歌山市毛見60

田中ハタ歯科 和歌山市堀止南ノ丁2-33

谷口歯科医院 和歌山市北野442

谷口歯科医院 和歌山市十一番町8-1

医療法人　たんぽぽ会歯科和歌山院 和歌山市里27番1-3

千代歯科 和歌山市松江北4-7-20

四々郷　土橋K歯科医院 和歌山市加納335-43

つつみ歯科医院 和歌山市中野31-1　和歌山パームシティ302号

戸村矯正歯科クリニック 和歌山市西布経丁1丁目1

医療法人　仲河歯科医院 和歌山市岩橋236番地の3

仲河歯科医院 和歌山市平岡217-1

なかにし歯科医院 和歌山市弘西1262番地3

中野歯科医院 和歌山市堀止西1丁目9-18

医療法人　孝紀会　中西歯科医院 和歌山市元寺町2丁目21番地　前田ビル2階

南海歯科医院 和歌山市太田115-4

西村歯科医院 和歌山市土入168-42

にしじま歯科 和歌山市榎原272-23

医療法人　野神歯科医院 和歌山市西庄311-12

野村歯科医院 和歌山市西汀丁44

長谷川歯科医院 和歌山市納定38

原田歯科医院 和歌山市中之島2337

広井歯科医院 和歌山市延時147-13

藤田歯科 和歌山市北島433-18

医療法人　雅心会　ホワイトエッセンスわかやま歯科 和歌山市中字楠谷573番地

前岡歯科医院 和歌山市有本232-8

マルヤマ歯科 和歌山市築港1丁目16-3

水島歯科医院 和歌山市屋形町3-43

宮本歯科 和歌山市北出島46

みやお歯科医院 和歌山市北野154-5

やの歯科 和歌山市中之島294-1

山西歯科医院 和歌山市楠見中33-6

山西歯科クリニック 和歌山市美園町5丁目7-4　テンビル3F

医療法人　やまにし歯科 和歌山市西庄235-14

湯浅歯科医院 和歌山市三木町堀詰48

湯川歯科医院 和歌山市西庄259-7

りく歯科医院 和歌山市太田3-9-19　メゾン・ド・ルー1F

和田歯科医院 和歌山市吉田502

和中歯科 和歌山市和歌浦西1-7-1

オリーブ歯科 紀の川市粉河837-2

神野歯科 紀の川市粉河1724

崎山歯科医院 紀の川市貴志川町丸栖34-7

田原歯科 紀の川市貴志川町前田86-7

はぎはら歯科 紀の川市貴志川町長原102

藤田歯科医院 紀の川市中三谷17-20

山本歯科矯正 紀の川市貴志川町北山379番地

吉村歯科医院 紀の川市貴志川町長原248-8

調剤 アハト調剤薬局 和歌山市狐島388-3

イオン薬局　和歌山店 和歌山市中字楠谷573番地
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エース薬局　延時支店 和歌山市向155-3

かるがも薬局　和歌山駅前店 和歌山市友田町5丁目45

かるがも薬局　和歌山店 和歌山市美園町3丁目34番地

キウイ調剤薬局 和歌山市直川375-1

きのくに薬局 和歌山市藤田15番1

銀明堂薬局　鳴神支店 和歌山市津奏3番地の32

銀明堂薬局　紀三井寺調剤 和歌山市紀三井寺539-5

和修会神前調剤薬局 和歌山市神前85-1

調剤薬局コスモス 和歌山市十三番丁38番地

コスモファーマ薬局　高松店 和歌山市東高松3丁目1番24号

コスモファーマ薬局　日赤前店 和歌山市小松原通四丁目23

コスモファーマ薬局　三木町店 和歌山市南休賀町8番地

サン調剤薬局 和歌山市三木町堀詰41番地

サン調剤薬局　東長町店 和歌山市湊桶屋町8番地

城南薬局　古屋店 和歌山市古屋153-31

真進堂薬局　高松店 和歌山市高松1丁目5-4　丸岩ビル1Ｆ

タイガー薬局　十番丁店 和歌山市十番丁12

株式会社　第一薬局　和佐 和歌山市岩橋871-1

第一薬局　川永 和歌山市島234-7

たんぽぽ薬局和歌山医大前店 和歌山市紀三井寺811-62

たんぽぽ薬局和歌山日赤前店 和歌山市小松原通4丁目22番地

中央薬局 和歌山市称宜971-4

テラウチ調剤薬局　北野店 和歌山市北野454

調剤薬局ピース 和歌山市北島453

福町調剤薬局 和歌山市福町36

調剤薬局ホンダ　直川店 和歌山市直川569-3

マリーン薬局　小雑賀店 和歌山市小雑賀158-4

みやび調剤薬局 和歌山市大谷403-3

森の薬局　花山店 和歌山市秋月484

エール薬局 紀の川市西大井211-2

紀北薬局うちた店 紀の川市打田1340-5

銀明堂薬局　東国分支店 紀の川市東国分430-5

銀明堂薬局　打田国道店 紀の川市上野77-3

銀明堂薬局　打田支店 紀の川市上野14-7

小嶋薬局 紀の川市貴志川町長山277-57

コスモファーマ薬局　井ノ口店 紀の川市貴志川町井ノ口1576-1

コスモファーマ薬局　丸栖店 紀の川市貴志川町丸栖652

調剤薬局ホンダ　貴志川店 紀の川市貴志川町丸栖1420

松浦薬局 紀の川市粉河984

ヤスイ薬局打田 紀の川市中井阪204-1

ローズ調剤薬局 紀の川市北大井198-8

有限会社　いしい薬局 橋本市高野口名倉270-3

あおぞら薬局 海南市名高179-5

調剤薬局花みかん　てんてん店 田辺市たきない町28-33

株式会社メディカルかるがも　かるがも薬局　田辺店 田辺市朝日ヶ丘13-1


