
労災保険指定医療機関等名簿

和 歌 山 労 働 局

　※　この名簿は令和元年5月31日現在のものです。
　※　労災保険二次健康診断が実施できる医療機関は、名簿の右端の二次健診給付欄に
       〇印が付されている医療機関です。



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
二次健診

給付

独立行政法人労働者健康安全機構
和歌山労災病院

640-8505 和歌山市木ノ本９３－１ 073-451-3181
内、小、外、整、脳、泌、産婦、眼
神、放、麻、呼、リハ、皮、消、循
耳、呼外、血内

○

公立大学法人
和歌山県立医科大学附属病院

641-8510 和歌山市紀三井寺８１１－１ 073-447-2300
内、小、脳外、消、外、整、皮、泌
産婦、眼、耳、放、精、歯、口腔

海南医療センター 642-0002 海南市日方１５２２－１ 073-482-4521
内、外、整、婦、小、眼、耳
皮、泌、麻、リハ、放

○

済生会　和歌山病院 640-8158 和歌山市十二番丁４５ 073-424-5185
内、形外、外、脳外、皮、放、眼、耳、
麻、理、救、婦、呼、心内、整、循、
泌、呼外、歯、歯口、小、消

日本赤十字社和歌山医療センター 640-8269 和歌山市小松原通４－２０ 073-422-4171
内、脳外、眼、産、心内、循、呼外、歯口、精、心血、耳、
麻、婦、リュウ、リハ小、脳神内、外、皮、小、理、呼、
整、泌、歯、消、形、放、救、緩和ケア

○

一般社団法人
和歌山市医師会成人病センター

640-8319
和歌山市手平２丁目１－２
ビッグ愛３Ｆ

073-435-5195 内、外、放

社会福祉法人
琴の浦リハビリテーションセンター附属病院

641-0014 和歌山市毛見１４５１ 073-444-3141 外、整、理

社会福祉法人　愛徳園
愛徳医療福祉センター

641-0044 和歌山市今福３－５－４１ 073-425-2391 整、小、内

国保野上厚生総合病院 640-1141 海草郡紀美野町小畑１９８ 073-489-2178
内、精、神内、呼、消、循、外、整、脳
神、泌、肛、眼、耳、リハ、産 ○

医療法人　橋本病院 641-0041 和歌山市堀止南ノ丁４－３１ 073-426-3388 内、外、消、循、肛、放 ○

医療法人　浜病院 640-8137 和歌山市吹上２－４－７ 073-436-2141
外、整、内、放、理、皮、麻
肛、胃

医療法人恒生会　菱川クリニック 640-8263 和歌山市茶屋ノ丁１番地３ 073-423-8201 整、外、内

花王㈱　和歌山工場診療所 640-8404 和歌山市湊１３３４ 073-423-8151 全

黒田医院 640-8343 和歌山市吉田３１８ 073-422-3990 内、外

三好外科医院 640-8157 和歌山市八番丁４０ 073-422-4790 整、外

瀬藤病院 640-8145 和歌山市岡山丁７１ 073-424-3181 整、外、産、内、麻

医療法人史の会　大新クリニック 640-8352 和歌山市北ノ新地裏田町３３ 073-431-8311 外、整、消、脳外、呼、循

医療法人了生会　古梅記念病院 640-8325 和歌山市新生町５－３７ 073-431-0351 整、外、内、脳外、リハ、理



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
二次健診

給付

医療法人　宮崎クリニック 640-8342 和歌山市友田町２－１５３ 073-431-7391 外、形 ○

医療法人裕紫会　中谷病院 640-8303 和歌山市鳴神１２３－１ 073-471-3111
外、整、内、放、
循、心血、リハ、消

〇

医療法人明成会　向井病院 649-6331 和歌山市北野２８３ 073-461-1156 外、内、整、理、放

医療法人松隆会　松山医院 640-8125 和歌山市島崎町３－５ 073-422-1293 内、小、放、外

医療法人　誠佑記念病院 649-6335 和歌山市西田井３９１ 073-462-6211 内、外、整、胃、放、脳外 ○

松尾医院 640-0323 和歌山市小瀬田７１－１ 073-479-0181 内、小

医療法人曙会　和歌浦中央病院 641-0054 和歌山市塩屋６－２－７０ 073-444-1600 内、外、胃、循、肛、理、放、眼

医療法人久仁会　宇都宮病院 640-8303 和歌山市鳴神５０５－４ 073-471-1111 胃、肛、内、外、放

医療法人喜望会　笠松病院 642-0001 海南市船尾１９６ 073-482-3153 外、整、内、脳外、理、胃、神

西本内科外科医院 649-0122 海南市下津町黒田８４ 073-492-2241 外、整、内

西村医院 641-0052 和歌山市東高松４－１－８ 073-445-1181 皮、泌

かさの医院 640-8314 和歌山市神前３７２－１ 073-471-1197 外、内

武田医院 640-8441 和歌山市栄谷１９９－１ 073-455-4500 内、循、胃、皮

医療法人　塩崎医院 640-8482 和歌山市六十谷３６３－３ 073-461-8004 外、胃、放

医療法人匡慈会
伏虎リハビリテーション病院

640-8151 和歌山市屋形町１－１１ 073-433-4488
内、放、呼、消、循、リハ、リュウ、
整、脳神、皮

○

医療法人友和会　今村病院 640-8272 和歌山市砂山南２－４－２１ 073-425-3271 脳、外、内、肛、放

医療法人福慈会　福外科病院 641-0021 和歌山市和歌浦東３－５－３１ 073-445-3101 外、内、胃、消、肛、放、脳、麻 ○

太田医院 640-8323
和歌山市太田４２４－１
太田ビル２Ｆ

073-473-0010 循、内



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
二次健診

給付

岡崎医院 640-8312 和歌山市森小手穂６２６－６ 073-471-1650 内、外 ○

神谷外科医院 641-0045 和歌山市堀止西２－２－１４ 073-424-4786
外、整、内、消、放
肛、泌、皮

医療法人博文会　児玉病院 640-8335 和歌山市餌差町１－１２ 073-436-6557 内、消、循、リウマチ、整、リハ ○

社会医療法人スミヤ　角谷整形外科病院 640-8343 和歌山市吉田３３７ 073-433-1161
整、麻、放、形、内、循
リウマチ、リハ

○

医療法人琴仁会　石本病院 642-0001 海南市船尾３６５ 073-482-5063 胃、内、外、泌、肛、循

医療法人喜生会　おくクリニック 642-0032 海南市名高２４３ 073-483-5421 内、消、外、肛

医療法人桜の会　前田外科 640-8483 和歌山市園部９６９ 073-461-0002 外、整、胃、内

医療法人晃和会　谷口病院 642-0002 海南市日方３２７－１１ 073-482-2500
内、整、胃、循、リハ、放、人工透析
内、腎臓内、血液内、糖尿病内

医療法人一穂会　武用整形外科 640-8303 和歌山市鳴神１００５ 073-473-5000 整、理、放

医療法人　青木整形外科 641-0015 和歌山市布引７６３－８ 073-446-2110 整、理、麻、リウマチ、リハ

西本クリニック 640-8156
和歌山市七番町１６
ワイチビル２Ｆ

073-428-1220 麻、神、呼

浜田脳神経外科・内科 641-0052 和歌山市東高松３－４－２５ 073-445-7331 脳外、神内、リハ、放

医療法人　高山病院 641-0007 和歌山市小雑賀３－１－１１ 073-426-2151
外、内、小、循、呼、整、理、肛
麻、皮、放

医療法人弘智会　上山病院 641-0013 和歌山市内原９９８ 073-446-1200
外、内、胃、整、理、皮、肛、放
麻

和歌山生協病院 640-8390 和歌山市有本１４３－１ 073-471-7711
内、外、肛、放、小、循、消、理
呼、神内

○

医療法人天竹会　竹中整形外科 642-0023 海南市重根１１－１ 073-487-4171 整、理、外、内、放

医療法人真正会　龍神整形外科 641-0008 和歌山市北中島１－５－１ 073-436-0001 内、整、外、肛

医療法人青松会　河西田村病院 640-8413 和歌山市島橋東ノ丁１－１１ 073-455-1015
内、外、消、呼、神内
理、循、放
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医療法人良友会　西和歌山病院 640-8432 和歌山市土入１７６ 073-452-1233 内、整、皮、理

生協　芦原診療所 640-8124 和歌山市雄松町２－５５ 073-423-4349 内、外

医療法人　山中眼科 640-8212 和歌山市杉ノ馬場１－４１－１ 073-431-3904 眼

医療法人慈生会　山口整形外科 640-8472 和歌山市大谷４０５－１ 073-452-3121 整、理、放、外

医療法人サン　山東整形外科肛門科医院 641-0004 和歌山市和田１２０２－５ 073-471-5800 整、肛、理

医療法人同仁会　辻整形外科 642-0031 海南市築地１－５０ 073-483-1234 整、放、理、形

寺本歯科 642-0023 海南市重根１１６９－２ 073-487-1500 歯、矯正

医療法人愛晋会　中江病院 640-8461 和歌山市船所３０－１ 073-451-0222
内、外、消、循、整、胃、リハ
放、脳外、眼、呼外、理心

○

得津医院 640-8372 和歌山市新大工町７ 073-432-1092 内、呼、循、外

医療法人愛光会　三木眼科医院 642-0001 海南市船尾１９３－４ 073-482-0234 眼

河西診療所 640-8442 和歌山市平井渡り上６６－１ 073-451-6177 内、外、小

医療法人彌栄会
やよいメディカルクリニック

649-6215 岩出市中迫１３９ 0736-62-7777 整、外、内、放、リハ

富田病院 649-6253 岩出市紀泉台２ 0736-62-1522 リハ ○

医療法人明紀会　宇野内科 649-6235 岩出市西野１８６－１０ 0736-62-2101 内、胃、消、循、放、呼

泉谷皮膚科 649-6202 岩出市根来１６－１ 0736-62-2852 皮

医療法人紀泉会　胃腸肛門科家田医院 649-6248 岩出市中黒５０７－１ 0736-61-1212 胃、肛、外、内、放 ○

医療法人甃友会　安川診療所 649-6213 岩出市西国分６８８－１ 0736-63-1688 泌、内

おおみや診療所 649-6226 岩出市宮５０－１ 0736-61-6151 内、外、小
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みたに整形外科 649-6216 岩出市野上野荒間４３１－２ 0736-69-2284
整、リウマチ、リハ、内、外、皮
アレ

医療法人博文会　紀の川クリニック 649-6213 岩出市西国分５０１ 0736-62-0717 内、消、循、リハ ○

しまだ内科クリニック 649-6227 岩出市清水４７０ 0736-62-0707
内、リハ、放、リウマチ
アレ

おく耳鼻咽喉科 649-6205 岩出市森２７７－１ 0736-69-1733
耳、アレ
気管食道科

医療法人樹会　ふじはら整形外科クリニック 649-6204 岩出市今中１５１－３ 0736-67-3622 整、リハ、リウマチ、放

医療法人富司会　かわぐちクリニック 649-6215 岩出市中迫２７５－９ 0736-67-2334 胃腸、外、内、肛門

医療法人友夏会　よしだクリニック 649-6246 岩出市吉田鴨沼４１３－１ 0736-69-5404 脳神外、内、神内、整、リハ

医療法人光明会　はしもと整形外科 649-6231 岩出市川尻５３－１ 0736-69-1117 整、リウマチ、リハ

かきはら胃腸科内科 649-6204 岩出市今中１０５－２ 0736-61-2600
胃、内、消、肛、外、放
リハ

医療法人悠和会　上岩出内科・脳神経外科 649-6216 岩出市野上野６６－１ 0736-69-5500 内、消、脳外、外、リハ

角野歯科医院 640-8067 和歌山市一筋目７ 073-431-4182 歯

医療法人　石井内科 640-8443
和歌山市延時１４７－１３
グランドビル２F

073-452-3010 内、小、放、理

医療法人杏林会　嶋病院 640-8014 和歌山市西仲間町１－３０ 073-431-3900
外、胃、肛、整、理、泌、精
神、内

医療法人恵友会　恵友病院 642-0001 海南市船尾中浜２６４－２ 073-483-1033
消、内、外、肛、整、理、循、呼、放、
麻、泌、脳外、神

○

医療法人明星会　星野胃腸クリニック 640-8342 和歌山市友田町５－３２ 073-422-0007
胃、肛、内、外、呼、循、放、
神内、消、整、リハ

○

医療法人巨周会　喜多クリニック和歌山診療所 640-8269
和歌山市小松原通１－１－１１
大岩ビル３Ｆ

073-425-2235 麻、内、整、理、放

医療法人西村会　向陽病院 640-8315 和歌山市津秦４０ 073-474-2000
内、外、整、脳外、泌、理、胃
循、神

○

大平歯科医院 640-8150 和歌山市十三番丁４ 073-433-3710 歯、矯正
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医療法人仁泉会　丸山整形外科 640-8213 和歌山市舟大工町１２ 073-422-1727 整、理、放

医療法人　辻秀輝整形外科 642-0032 海南市名高１７８－１ 073-483-3131 整、理、放

医療法人甃友会　やまもとクリニック 640-8322 和歌山市秋月５７０ 073-474-1370 内

瀧本クリニック 640-8113 和歌山市広瀬通丁２－３ 073-425-6161
心血外、外、循、呼、内
放、理

宮本歯科クリニック 640-8159 和歌山市十一番丁３７ 073-433-1417 歯

医療法人秀和会　やまだ胃腸クリニック 641-0031 和歌山市西小二里３－６－４６ 073-426-0388 内、外、胃、肛、泌、放 ○

今福診療所 641-0044 和歌山市今福２－１－１６ 073-425-2775 内、小、放、理

医療法人恵友会　下津クリニック 649-0141 海南市下津町小南１２６－１ 073-492-5131
消、内、外、整、理、肛、呼
循、放、泌、脳外、神

辻岡歯科医院 640-8319 和歌山市手平５－１－１７ 073-436-5377 歯

武田歯科医院 640-0112 和歌山市西庄７７９－１ 073-453-4141 歯

山口皮膚科 641-0021 和歌山市和歌浦東２－６－１９ 073-445-1263 皮

医療法人　あさかクリニック 649-6264 和歌山市新庄４６６－１ 073-477-5155 内、胃、循、呼、神内、理

医療法人圭泉会　三谷整形外科・内科 641-0034 和歌山市新高町９－１０ 073-444-6311 整、外、内、皮、放、理

嶋本脳神経外科・内科 641-0036 和歌山市西浜９２１－４ 073-446-3636 脳神、神、内、理、外

菖蒲医院 640-8481 和歌山市直川１９０５－１ 073-461-8911 内、外、整、肛、理

医療法人昭陽会　綿貫整形外科 649-6331 和歌山市北野２８１ 073-462-6200 整、理、放、循

山下歯科診療所 641-0021
和歌山市和歌浦東２－１－６６
和歌浦ビル２Ｆ

073-447-3323 歯

医療法人　須佐病院 640-8324 和歌山市吹屋町４－３０ 073-427-1111 整、内、外、消、理、放 ○
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田尻内科胃腸科 640-1171 海南市野上中５８ 073-487-2888 内、胃、循、呼、放

舩橋クリニック 640-8301 和歌山市岩橋３１６ 073-472-2666 脳、内、外、放、理

医療法人　吹上クリニック 640-8137 和歌山市吹上２－５－２８ 073-423-2700 内、外、胃、肛、整、理、産、小

山本胃腸科・外科・内科 642-0012 海南市岡田８３－１ 073-483-7755 内、外、胃、理、肛、放

坂田内科 641-0003 和歌山市坂田池ノ内４５３ 073-474-7119 内、呼、胃、循、理、放

医療法人宗眞会　岩本脳神経外科 640-8314 和歌山市神前３９５－２ 073-474-3357 脳外、神、内、放、理

医療法人紀央会　高田整形外科内科クリニック 640-0112 和歌山市西庄３３８－５７ 073-453-7733 整

医療法人英悠会　眼科・松本クリニック 640-8264 和歌山市湊桶屋町１１ 073-427-1500 眼

秋田クリニック 641-0035 和歌山市関戸４－３－１０ 073-445-2700 外、内

榎原内科医院 640-8434 和歌山市榎原２７２－２７ 073-454-2662 内、呼、放

みやもと眼科医院 641-0012 和歌山市紀三井寺５３９－５ 073-446-3336 眼

こむく整形外科 640-8412 和歌山市狐島３７３－１ 073-451-5855 整、内、理、放

いわはしクリニック 641-0051 和歌山市西高松２－１３－２３ 073-446-1884 整、外、理、放、内、眼

医療法人三光会　クリニック三木 640-8462 和歌山市粟２５０－３ 073-453-2080 整、外、理、放

ハロークリニック西本 640-8483 和歌山市園部１１２８－１ 073-462-7222 内、神、循、呼、消、放、麻、理

医療法人明成会　紀伊クリニック 649-6332 和歌山市宇田森２７５－１０ 073-461-7161 内、外、整、理、放 ○

ほしの整形外科 640-8471 和歌山市善明寺３０２－１ 073-456-0117 整

野村内科医院 640-8392 和歌山市中之島６８８－１ 073-433-6533 内、消
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二次健診

給付

道浦クリニック 640-8315 和歌山市津秦１１３－５ 073-472-7377 胃、内、外、肛、放

医療法人六然会　楊消化器クリニック 640-8269 和歌山市小松原通５丁目２０ 073-427-2155 呼、循、外、肛、内

医療法人淳誠会　北島橋クリニック 640-8403 和歌山市北島５５８－１ 073-457-2626 胃、肛、循、呼、外、内、理

医療法人英邦会　石本胃腸肛門クリニック 640-8329 和歌山市田中町３－１ 073-422-6524 消、外、肛、内、放 ○

米田医院 649-6314 和歌山市島２３４－６ 073-461-7807 内

田村眼科 640-8341
和歌山市黒田１２０
アソートクロダ３Ｆ

073-471-5305 眼

たにやまクリニック 649-6322 和歌山市和佐関戸２４４－４ 073-477-7060 胃、外、内、肛、リハ、放

医療法人生和会　夏見整形外科 640-8434 和歌山市榎原７３－２ 073-456-6500 整、外、リハ

医療法人療明会　半羽胃腸病院 641-0041 和歌山市堀止南ノ丁４－１１ 073-436-3933
胃、内、外、皮、放、泌
リハ、肛

医療法人優進会　三木町寺下整形外科 640-8105 和歌山市三木町南ノ丁３５番地 073-435-5552 整、内、リハ、放 ○

神人クリニック　なぐさ耳鼻咽喉科 641-0015 和歌山市布引９１４－１５ 073-448-0408 耳、アレ

浦医院胃腸・肛門科 640-8341
和歌山市黒田１－１－１０
クリニックビル上林１Ｆ

073-475-1113 胃、肛、外、内、放

医療法人さくら会　さくらクリニック 642-0032 海南市名高１４０－１ 073-484-5001
内、消外、循、呼
神内、放、リハ

○

医療法人　やまにし歯科 640-0112 和歌山市西庄２３５－１４ 073-454-6480 歯

医療法人泰伸会　きのしたクリニック 649-6324 和歌山市祢宜９７０－１ 073-465-3777
脳神外、整、外、リハ、内
循、放

○

医療法人雅会　みやび内科クリニック 640-8402 和歌山市野崎１３３－１ 073-480-1233 呼吸、循、リハ、内、消、麻、ペイン

医療法人裕真会　下間クリニック 640-8464 和歌山市市小路４０２番地 073-455-1718 胃、内、外、肛、放、小児

こやま皮膚科 640-8028
和歌山市匠町２９番地
小山ビル２階

073-431-1155 皮、ア
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たかたクリニック 640-8453 和歌山市木ノ本１１９－５ 073-455-5550 内、麻、整、リ

山本皮膚科 649-6324 和歌山市祢宜９7１－１ 073-465-3157 皮

松尾クリニック 640-0323 和歌山市小瀬田１０９－２ 073-479-5055 内、神内、小、整、皮

医療法人威伸会　かわしま眼科クリニック 640-8412 和歌山市狐島３７０－１ 073-480-4114 眼

加藤整形外科 649-6275 和歌山市吐前２８３ 073-465-4120 整、リハ、リウマチ

ファミリークリニック　しんか 640-0112 和歌山市西庄８６２－５ 073-456-3741 内、呼、消、循、放

まとばクリニック 640-8392 和歌山市中之島３０７－１ 073-475-5670 外、内、胃腸、肛、リハ

岡本クリニック 640-8237 和歌山市材木丁７３ 073-432-3244 外、内、胃腸、整、リハ、皮

平井診療所 640-8432 和歌山市土入２９１－８６ 073-480-5262 外、内、整、リハ、消

和歌山生協病院附属診療所 640-8390 和歌山市有本１４１－１ 073-471-8171
内、神内、リウマチ、外、呼、消
循、アレ、肛、リハ、放

○

斎藤耳鼻咽喉科 640-8435
和歌山市古屋９５－１
ゼルコバビル２階

073-451-3366 耳鼻咽喉科

公園前もり眼科 640-8152
和歌山市十番丁１５
市川ビル３Ｆ

073-435-3345 眼

魚谷メンタルクリニック 642-0032
海南市名高５３１－１
タムラビル４Ｆ

073-484-2260 心内、神、精、神内

楽クリニック 640-8287 和歌山市築港３－２１－２ 073-433-5000
消、胃、肛、外、内、整、放、循、皮、
小外

藤井歯科医院 641-0006 和歌山市中島２８８－２ 073-422-0277 歯、小歯、矯歯

医療法人松柏会　堀止西クリニック 641-0045 和歌山市堀止西１－１－１２ 073-402-6878 泌、内

しおじやすひさクリニック 640-8425 和歌山市松江北７－６－６ 073-455-1600 内、消、胃

にしばた形成外科クリニック 641-0042 和歌山市新堀東２－１－１５ 073-425-6223 形外、外、皮、耳鼻咽喉
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みつばクリニック 640-8268 和歌山市広道３８ 073-422-2122
内、循、呼、外、心血外、リハ
放

みなかた内科 640-8425 和歌山市松江北５－５－９ 073-480-5556 内、胃、消、循、呼、小、放

しばもり耳鼻咽喉科 649-6313 和歌山市楠本７２－１２３ 073-464-1133 耳、アレ

医療法人きさらぎ会だけクリニック
耳鼻咽喉科・アレルギー科

640-8333 和歌山市蔵小路１５－１ 073-402-4351 耳、アレ

山西内科 642-0034 海南市藤白１６６－９ 073-483-2200 内、呼、胃、循、放

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 641-0014 和歌山市毛見１４３７－２１８ 073-445-5311 精

しおや整形外科・リハビリテーション科 641-0054 和歌山市塩屋５丁目１－１５ 076-414-4088 整、リハ

中西クリニック 640-8331
和歌山市美園町５－７－４
テンビル２Ｆ

073-402-3336
外、整、内、皮、アレ
肛、リハ

医療法人　岩橋内科 641-0008 和歌山市北中島１丁目７－１２ 073-427-1030 内、胃、循

医療法人昭陽会
和歌山南放射線科クリニック

641-0012 和歌山市紀三井寺８７０－２ 073-447-3300 内、放

黒田内科医院 640-8481 和歌山市直川１－８ 073-464-1600 内、呼、消、胃

秋岡皮ふ科クリニック 640-8155
和歌山市九番丁４－１
ラウムズ和歌山九番丁１Ｆ

073-422-5566 皮

ぶらくり丁放射線科クリニック 640-8028
和歌山市匠町２５
ポポロショッピングセンター３階

073-432-5501 放

アイリス眼科クリニック 641-0013 和歌山市内原８１２－７ 073-445-5555 眼

西川内科クリニック 640-8341
和歌山市黒田１－２－４
寺本興産ビル１Ｆ

073-471-0002 内、消、循、リハ

みぞばたクリニック 640-1131 海草郡紀美野町動木９９－１ 073-489-6100 内、胃、肛、外、放、アレ

高橋眼科クリニック 640-8472 和歌山市大谷２２１－６ 073-480-3777 眼

なかお眼科医院 649-6331 和歌山市北野５１７－４ 073-464-0066 眼
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社会医療法人スミヤ
角谷リハビリテーション病院

640-8344 和歌山市納定１０－１ 073-475-1230 整、内、循、放、リハ、脳

社会福祉法人　わかうら会診療所 641-0061 和歌山市田野１７５ 073-445-3545 循、内、泌

松本メンタルクリニック 640-0112 和歌山市西庄５５９－２３ 073-452-7183 精、心、神

宮本眼科クリニック 640-8150 和歌山市十三番丁２８－２ 073-432-9580 眼

医療法人博文会　紀泉KDクリニック 640-8471 和歌山市善明寺３５８－１ 073-454-5515 内、消、循、リハ ○

眼科田中クリニック 640-8331
和歌山市美園町５－１－８
山榮ビル３Ｆ

073-427-3010 眼

まつもと眼科 649-6323 和歌山市井ノ口１２３－３ 073-477-7500 眼

松田眼科医院 641-0052 和歌山市東高松３－１－１９ 0736-446-2019 眼

どい泌尿器科クリニック 642-0002 海南市日方１５１２－３ 073-419-1030 泌、内、腎内

土井整形クリニック 641-0007 和歌山市小雑賀浜脇１５８ 073-426-0555 整、リハ、リウマチ

ふくにし歯科医院 641-0036 和歌山市西浜１００２－１６ 073-448-5900 歯、矯正歯

はやし整形外科 641-0024 和歌山市和歌浦西１－１－１０ 073-446-0333 整、リハ、リウマチ、麻

上中クリニック 640-8301 和歌山市岩橋１５８３－１ 073-475-5030
内、外、消、
内視鏡(内、外)、肛

みうら循環器内科 640-8403
和歌山市北島４５３
コンプラベルデⅡ１Ｆ　Ａ－1号室

073-480-6100 循、内

和歌山県立医科大学サテライト診療所　本町 640-8033
和歌山市本町２－１
フォルテワジマビル５Ｆ

073-488-1930
内(糖、循、漢）、リウマチ
リハ、美皮

みなかたクリニック 641-0055 和歌山市和歌川町１０－３９ 073-445-1147
内、循、呼
消、アレ

医療法人　廣井皮膚泌尿器科 640-8324 和歌山市吹屋町４－３４ 073-425-6506 皮、泌

医療法人稲祥会　稲田病院 641-0004 和歌山市和田１１７５ 073-472-1135 内、眼、リハ
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ましまメンタルクリニック 649-6231 岩出市川尻２６－２ 0736-67-7750 精、心

上出皮フ科クリニック 641-0051 和歌山市西高松１－５－５０ 073-402-2200 皮、美皮

玉置歯科医院 640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁２１ 073-422-3866 歯、矯歯、歯口、小歯

たけ歯科クリニック 640-8341
和歌山市黒田１-４-２
松浦ビル１Ｆ

073-473-8470 歯、矯歯、歯口、小歯

はぜはら整形外科クリニック 640-8304 和歌山市松島２００－４ 073-475-0055 整外、麻、リハ

医療法人殿田会　殿田胃腸肛門病院 649-6226 岩出市宮１１７－７ 0736-62-9111 胃、肛、外、内、放、消

じょうはたクリニック 640-8314 和歌山市神前３２２－６ 073-475-8050 内、消、胃、外、肛

おだ眼科クリニック 640-8425 和歌山市松江北７－１０－３４ 073-480-5455 眼

医療法人峰清会
岡田内科消化器クリニック

641-0056 和歌山市秋葉町２番１９号 073-445-5770 内、胃

藤野歯科医院 649-6321 和歌山市布施屋５９０－１ 073-477-0100
歯、歯口、小歯
（外科後処置不可)

有本けいこ皮フ科内科クリニック 641-0007 和歌山市小雑賀３－２－４ 073-427-0777 内、皮

医療法人
なかた消化器・内科クリニック

641-0006 和歌山市中島５７４－２ 073-418-7077 内、消

医療法人
吉川内科循環器科

642-0028 海南市幡川１８７－１ 073-484-2525 内、循

やなせ整形外科 640-8444 和歌山市次郎丸１６７－２ 073-456-2600 リウマチ、整、リハ

つえむら歯科 640-8412 和歌山市狐島３８２－５ 073-453-5654 歯

医療法人　三日月会
月山チャイルドケアクリニック

640-8269 和歌山市小松原通１－３ 073-423-2300 内、外、形外、脳神外、皮、小
(外科後処置不可）

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 和歌山市湊１８５０ 073-451-3398 内、外、歯 ○

一般財団法人
NSメディカル・ヘルスケアサービス海南診療所

642-0001 海南市船尾２６０－１００ 073-482-5123 内、外
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ありいクリニック 640-8434 和歌山市榎原８４－１ 073-457-9500 内、消内

ゆうゆうクリニック 640-8401 和歌山市福島２６９－８ 073-457-1130 内、ペインクリニック

医療法人やすだ　堀口記念病院 640-8222 和歌山市湊本町３－４－１ 073-435-0113 内、外、リハ、整外、消外、呼内、麻

葵町クリニック 640-8273 和歌山市葵町２－３３ 073-432-7876 内、小、産婦、乳内

おかもと眼科 640-8392 和歌山市中之島３０７－１ 073-474-7010 眼

ひうらクリニック 640-8342
和歌山市友田町５－４３
山植ビル２階

073-433-7556 内、泌

藤田眼科 641-0007 和歌山市小雑賀７１０ 073-488-4070 眼

岡本皮フ科 641-0007
和歌山市小雑賀浜脇１５８
岡本クリニックビル２階

073-427-5505 皮

さいかクリニック 649-0123 海南市下津町丁９７－１ 073-494-1111 内、呼、消、循、小、胃

木下耳鼻いんこう科 641-0007 和歌山市小雑賀７２８－１ 073-402-3387 耳

あおたハートクリニック 640-8142
和歌山市三番丁５４
三番丁タワー１階１０１号室

073-427-0324 循内、心血外

堀止こころのクリニック 641-0042 和歌山市新堀東１－２－４９ 073-425-1818 心内、精

たけい耳鼻咽喉科 640-8453 和歌山市木ノ本２６１－２１ 073-451-3341 耳、頭外、アレ

こうぐち内科クリニック 649-6248 岩出市湯窪５１ 0736-61-5252 内、消

しおたに循環器内科クリニック 641-0011 和歌山市三葛６７７－１ 073-446-3333 内、呼、循、アレ

医療法人雅会　小畑歯科医院 640-8425 和歌山市松江北７－５－１ 073-455-7977 歯、矯歯、歯口、小歯

かわくぼ皮ふ科クリニック 640-8104 和歌山市南休賀町１１ 073-488-4318 皮



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
二次健診

給付

医療法人　信友会　いまえクリニック 640-8391 和歌山市加納２０１－８ 073-412-1126 内、外、脳外、リハ、放

医療法人　いちご啓寿会
いちご耳鼻咽喉科藤原クリニック

649-6246 岩出市吉田３１９－１０ 0736-63-0701 耳

医療法人　光愛心
まつやま整形外科クリニック

649-6311 和歌山市里８６－１ 073-462-8881 整、リウマチ、リハ

医療法人　誠人会
与田病院附属ふじと台クリニック

640-8451
和歌山市中５７３－１９
エスタシオンふじと台駅前ビル
東棟４－Ｅ４０１

073-499-8801 内

医療法人スマイルぷらす
吉田歯科医院

640-8463 和歌山市楠見中４７－１５ 073-452-8686 歯

医療法人　耳鼻咽喉科はやしクリニック 640-8301 和歌山市岩橋９９２－１ 073-474-3321 耳、アレ

わだ歯科クリニック 641-0006 和歌山市中島５７６－１ 073-488-8039 歯、小歯

医療法人越智会　おち歯科 649-6245 岩出市中島６０１－４ 0736-61-7322 歯、小歯

医療法人井上　井上整形外科・内科 640-8228 和歌山市小人町南ノ丁２０ 073-433-2500 整、内、外、リハ、消内

林正泌尿器科クリニック 640-8269
和歌山市小松原通４－３０
小松原丸岩ビル１階１０１号

073-435-5028 泌

まきのクリニック 640-0332 和歌山市冬野１７６１－１０ 073-479-3567 内、消内、呼内、循内、アレ

医療法人　奈津美会　谷ヒフ科  641-0021 和歌山市和歌浦東２－９－４８ 073-446-1550 皮、アレ

風土記の丘診療所 640-8301 和歌山市岩橋１２７１－１ 073-473-6070 内、消内、老内、臨床検査

十一番丁てらしたクリニック 640-8159 和歌山市十一番丁１８ 073-425-1123 脳外、整、外、内、循内、リハ、放

たなか眼科 642-0002 海南市日方１２９０－６６ 073-460-1110 眼

おくむらクリニック 640-8158
和歌山市十二番丁９番地
リヴァージュ十二番丁ビル２階

073-435-0510 精、老年内

医療法人村上内科 641-0033 和歌山市松ヶ丘１丁目８－１３ 073-446-3070 内、呼、胃、循

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 整、リハ、皮、内

多屋クリニック 640-8322
和歌山市秋月２４
しんあいクリニックセンター３Ｂ

073-471-2481 内、外、リハ



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
二次健診

給付

竹原外科内科医院 641-0036 和歌山市西浜１００４－１ 073-445-0011
内、外、脳外、整、神内、呼内、循内、
消内

たぶせ在宅クリニック 640-8264
和歌山市湊桶屋町１０
M＆Mビル２階Ａ号室

073-424-0207 内

中谷医科歯科クリニック 640-8151 和歌山市屋形町１丁目２６番地 073-422-2462 内、歯、歯口、小児歯科

はた乳腺クリニック 649-6231 岩出市川尻２３０番地の１ 0736-63-1177 乳腺外、外、内

有本クリニック 640-8323 和歌山市太田３８－１４ 073-475-3900 内、呼内、皮、外

医療法人みうら循環器内科 640-8403
和歌山市北島４５３コンプラベルデⅡ
１Ｆ　Ａ－１号室

073-480-6100 循内、内

中西内科呼吸器内科クリニック 641-0054 和歌山市塩屋５丁目１２２－１ 073-445-2255 内、呼、アレ

なかむら皮膚科 640-8481 和歌山市直川３７５番地１ 073-488-1691 皮

あきさきクリニック 641-0002 和歌山市新中島１２５－１ 073-475-4165 内科、老内

こじまデンタルクリニック 640-8377 和歌山市新堺丁二番地 073-433-7775 歯、矯歯

耳鼻咽喉科・小児科　さんさんクリニック 640-8481 和歌山市直川５６９－１ 073-464-3387 耳、小

ありいクリニック 640-8434 和歌山市榎原８４－１ 073-457-9500 内、消内

なかふさ診療所 649-6215 和歌山市岩出市中迫553-1 0736-69-0777 脳神外、内、放射線科、リハ

医療法人　辻秀輝整形外科 642-0032 海南市名高１７８－１ 073-483-3131 整外、リハ、放射線科



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
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医療法人くりはら会　栗原整形外科 649-0307 有田市初島町里1702 0737-82-5645 神、脳、整、胃、外

独立行政法人国立病院機構　和歌山病院 644-0044 日高郡美浜町和田1138 0738-22-3256
内、呼、循、小、外、呼外、心外
放、歯、リハ、神内

○

有田市立病院 649-0316 有田市宮崎町6 0737-82-2151
内、外、小、眼、産、皮、耳
脳外、循、整、泌

○

和歌山県立　こころの医療センター 643-0811 有田郡有田川町庄31 0737-52-3221 精、内、外

国保日高総合病院 644-8655 御坊市薗116-2 0738-22-1111
内、精、循、外、整、脳、皮、泌、眼、
耳、放、歯、麻、小、産、形、リハ、救
急

○

済生会有田病院 643-0007 有田郡湯浅町吉川52-6 0737-63-5561
内、外、心血外、眼、整、耳、循
リハ、消、皮、泌、放

医療法人　整形外科北裏病院 644-0012 御坊市湯川町小松原454 0738-22-3352 整、心血外、呼

社会医療法人黎明会　北出病院 644-0011 御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2188
麻、外、内、消、循、整、脳、肛、小、リハ、放、呼、
リュ、形、泌、歯、矯歯、歯口、小歯、糖内、じん内、乳
外、小アレ、血外

○

坊岡医院 643-0801 有田郡有田川町徳田406-1 0737-52-3054 内、循

医療法人みのり会　みのりクリニック 643-0166 有田郡有田川町吉原908 0737-32-2512
外、内、胃、循、脳外、整
放、理、神

医療法人　寺田医院 649-1111 日高郡由良町里57-2 0738-65-0027 内、外 ○

竹内医院 649-1111 日高郡由良町里274-1 0738-65-0075 内、外

西岡外科 649-1534 日高郡印南町印南2275-16 0738-42-0237 外、整

医療法人みおつくし会　塩路医院 643-0071 有田郡広川町広308-3 0737-63-1100 外、整、胃、肛

医療法人　深谷外科医院 644-0011 御坊市湯川町財部670-1 0738-23-1881 外、整、内、胃、肛、理、放

日高川町国民健康保険　寒川診療所 644-1221 日高郡日高川町寒川293 0738-58-0012 内、小

医療法人たちばな会　西岡病院 643-0034 有田郡有田川町小島278-1 0737-52-6188
整、内、脳外、、放、皮、形成、外、麻
アレ、リウマチ、リハ
消外、大腸肛門外科、ペイン

○

医療法人　楠山整形外科 649-1211 日高郡日高町荊木48-1 0738-63-3615 整、放、理



労災保険指定医療機関名簿
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もりばた医院 644-0025 御坊市塩屋町北塩屋1087 0738-23-0111 内、理、麻、放、小

医療法人明美会　有田南病院 643-0034 有田郡有田川町小島15 0737-52-3730 内、外、眼、小、形、理、放、整 ○

馬場クリニック 643-0521 有田郡有田川町清水322 0737-25-1233 整、外、内、理

医療法人はしもと　橋本整形外科 644-0041 日高郡美浜町田井400-1 0738-22-0036 整、外、形、理、神 ○

おおち眼科 649-0316 有田市宮崎町27-1 0737-82-1506 眼

えのもと眼科 644-0002 御坊市薗95 0738-24-0880 眼

医療法人アイエムシー　池田内科クリニック 644-0002 御坊市薗381-6 0738-24-0800 内、消

医療法人明誠会　橋本胃腸肛門外科 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1749-3 0737-62-2226 胃、肛、外、内、放、理

森下整形外科 643-0065 有田郡広川町東中64-1 0737-64-0366 整、理

ごとうクリニック 643-0004 有田郡湯浅町湯浅3163 0737-64-0101 外、循、理、呼、内

山崎医院 649-1213 日高郡日高町高家421-4 0738-63-3232
内、胃、消、循、呼、皮、小、脳
理、放

医療法人平成会　森本医院 644-0041 日高郡美浜町田井313-1 0738-24-3333 内、胃、循、呼、理 ○

紀伊クリニック 644-0012 御坊市湯川町小松原615-1 0738-24-2222 胃、内、外、循、肛、放

医療法人　宮本クリニック 643-0801 有田郡有田川町徳田97-6 0737-52-6777 脳、外、内、整、理、放

笹野クリニック 649-1522 日高郡印南町古井521 0738-45-0880 内、整、皮、理

医療法人亀寿会　亀井クリニック 643-0023 有田郡有田川町熊井439-1 0737-52-8181
脳、外、整、リウマチ
アレ、内、胃
皮、理、肛、放

医療法人　村上クリニック 644-1122 日高郡日高川町高津尾38 0738-54-0787 内、胃、外、小、放 ○

医療法人　小溝クリニック 649-1527 日高郡印南町島田1163-11 0738-43-8000
外、内、小、胃、肛、皮、放
麻、リハ
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島整形外科 649-1324 日高郡日高川町土生160-4 0738-22-0770 整、リハ

医療法人　玉置クリニック 649-1111 日高郡由良町里349-1 0738-65-1511
内、外、胃、肛、小、アレ
放、リハ

○

医療法人テック　外江眼科クリニック 643-0021 有田郡有田川町下津野1037-7 0737-53-2611 眼

日高川町国民健康保険　川上診療所 644-1201 日高郡日高川町川原河264 0738-56-0396 内、小、外

玉置循環器科 644-0044 日高郡美浜町和田1138-198 0738-22-3322 循、内

なかもと整形外科 649-0317 有田市古江見西坪180-1 0737-85-0060 整、リハ

小野田クリニック 643-0004 有田郡湯浅町湯浅1917-1 0737-65-1616 内、整、脳神外、リハ、麻 ○

医療法人愛有会　ウエダ歯科 643-0801 有田郡有田川町徳田563-6 0737-52-6995 歯科、小歯、矯歯、歯口

耳鼻咽喉科　ごとう医院 643-0004 有田郡湯浅町湯浅128-2 0737-63-3838 耳、アレ

萬谷医院 649-0316 有田市宮崎町237 0737-83-2411
内、消、循、呼、神内、皮
小

西本医院 644-0003 御坊市島174－13 0738-22-0456
内、神、呼、消、循
アレ、放、小、胃

しめざき眼科クリニック 644-0012 御坊市湯川町小松原531－2 0738-32-7800 眼

御坊なかむらクリニック 644-0011 御坊市湯川町財部715 0738-52-8020 内、心内、外

医療法人　丸山診療所
T-cube　メディカルクリニック

644-0011 御坊市湯川町財部646-11 0738-22-6428
内、心内、神、神内、呼、消
循、アレ、リハ、皮、放、小

おおにしクリニック 643-0152 有田郡有田川町金屋90-1 0737-32-5552 内、外、胃内、肛外

医療法人　藤内メンタルクリニック 643-0034 有田郡有田川町小島313－2 0737-52-7771 心内、精

医療法人　大和会　宮井クリニック 649-0433 有田市宮原町須谷533-1 0737-22-3333 泌、外

シバデンタルクリニック 644-0012 御坊市湯川町小松原248-10 0738-32-7050 歯、歯口、小歯
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山羽胃腸科内科 644-0002 御坊市薗652-2 0738-22-1968 内、胃

医療法人千徳会　桜ヶ丘病院 649-0304 有田市箕島904 0737-83-0078
内、神内、呼、胃、循、皮、泌、眼
リハ、放、婦

大中歯科医院 649-0307 有田市初島町里2107-1 0737-83-2553 歯、小歯、矯歯

矢田耳鼻咽喉科 644-0011 御坊市湯川町財部２４４－５ 0738-52-5069 耳

松谷医院 643-0601 有田郡有田川町押手６７２番地 0737-26-0011 内、循

医療法人kinoe　紀伊クリニック 644-0012 御坊市湯川町小松原６１５－１ 0738-24-2222 内、外、消、腎内、循、耳、放

矢田耳鼻咽喉科 644-0011 御坊市湯川町財部２４４番地５ 0738-52-5069 耳
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公立大学法人
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院

649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺219 0736-22-0066
内、神内、外、整、脳外、
眼、リハ、放、麻、小

公立那賀病院 649-6414 紀の川市打田1282 0736-77-2019
外、整、内、呼、産婦、眼、耳
小、皮、脳外、循、産、麻、放
泌、リウマチ、リハ

橋本市民病院 648-0005 橋本市小峰台2-8-1 0736-37-1200
内、外、整、小、産婦、眼、耳、泌、リ
ハ、心内、歯口腔、循、脳外、放、麻、
呼外、心血外、皮、呼

高野町立高野山総合診療所 648-0211 伊都郡高野町高野山631 0736-56-2911 内、外、眼、小

どばしクリニック
胃腸内科・呼吸器内科・外科

649-6402 紀の川市北勢多228-１ 0736-77-7700 内、呼内、胃内、外、麻

さかい耳鼻咽喉科クリニック 640-0424 紀の川市貴志川町井ノ口1576-1 0736-67-7233 耳、小耳、アレ、リハ

木秀クリニック 649-7121 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2530-11 0736-22-8883 内、神内、整、脳外

坂口内科 640-0424 紀の川市貴志川町井ノ口577-1 0736-64-7801 内

医療法人　橋本孝佑会　奥野クリニック 648-0096 橋本市御幸辻148-1 0736-34-0010
脳外科、外、内、神内
放、整外、リハ

医療法人仁人会　北林医院 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東648-5 0736-22-1130 外、整

松岡医院 649-7205 橋本市高野口町名倉186-1 0736-42-2117 内、外

阪中歯科 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺27-1 0736-22-5522 歯、小歯、口歯、矯歯

栗山クリニック 649-7204 橋本市高野口町小田井西653-2 0736-43-0310 外、脳外、整

医療法人博周会　梅本診療所 648-0015 橋本市隅田町河瀬352 0736-33-0477 外、整、胃、循、呼

医療法人英正会　長雄整形外科 649-6426 紀の川市下井阪447-1 0736-77-5700 整

久保外科 640-0413 紀の川市貴志川町神戸212-2 0736-64-5788 外、整、脳外、内

医療法人　岡田整形外科 648-0073 橋本市市脇1-45-2 0736-32-8080 整、リハ、放

医療法人萩会　萩原内科 648-0101 伊都郡九度山町九度山1168-2 0736-54-3309 内、小、放
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社会医療法人博寿会　山本病院 648-0072 橋本市東家6-7-26 0736-32-8899 内、循、神、消、呼、理、放、小

医療法人南労会　紀和クリニック 648-0085 橋本市岸上23-1 0736-34-1255
内、神内、呼、消、循、外、整
脳外、皮、泌

○

阪中外科 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺21-1 0736-22-7018
外、整、内、消、胃、呼、循
放、理

医療法人慈愛会　勝田胃腸内科外科医院 649-6531 紀の川市粉川1916 0736-73-2101 胃、肛、内、外、麻

医療法人　岡整形外科 649-6124 紀の川市桃山町市場383-1 0736-66-2130 整、理

医療法人共栄会　名手病院 649-6631 紀の川市名手市場294-1 0736-75-5252 内、消、循、胃、放、理

医療法人英裕会　横手クリニック 648-0101 伊都郡九度山町九度山800 0736-54-3111
外、脳、整、理、内、循
胃、呼、神

○

医療法人大進会　阪口クリニック 649-6631 紀の川市名手市場63 0736-75-2020 内、外、小、麻、理

医療法人　辻本クリニック 649-7207 橋本市高野口町大野235-1 0736-42-2528 脳、神、内、整

医療法人　山口胃腸科 649-6417 紀の川市西大井148-9 0736-77-7308 胃、肛、内、外

北山眼科クリニック 640-0401 紀の川市貴志川町丸栖649 0736-64-9565 眼

医療法人篤眞会　奥クリニック 649-6412 紀の川市黒土263-1 0736-77-7800 内、呼、胃、消、循、理、放

矢野医院 649-6112 紀の川市桃山町調月769-100 0736-66-2609 胃、外、内、肛、理

医療法人南労会　みどりクリニック 648-0085 橋本市岸上22-1 0736-34-2811 内

林内科 649-6503 紀の川市長田中394-3 0736-73-2441 内、消、循、小、放、理

医療法人淳雄会　保脇整形外科医院 648-0101 伊都郡九度山町九度山567-1 0736-54-2017 整、リウマチ、リハ

ひぶせ耳鼻咽喉科 648-0094
橋本市三石台1-3-1
フォレストはしもと2F

0736-37-1133 耳

医療法人　泉谷眼科 649-6416 紀の川市上野14-1 0736-77-1010 眼



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
二次健診

給付

医療法人稲穂会　稲穂会病院 649-6531 紀の川市粉河756-3 0736-74-2100
外、整、リハ、肛、胃、内、
消、脳神

医療法人癒翔会　太根耳鼻咽喉科 640-0416 紀の川市貴志川町長山180-2 0736-64-9548 耳鼻咽喉

まつもと整形外科クリニック 640-0424 紀の川市貴志川町井ノ口974-1 0736-65-2700 整、リハ、放

中田内科・胃腸科 649-6511 紀の川市猪垣55-3 0736-74-2255 内、胃、消、循、呼、リハ

医療法人晃和会　谷口病院紀北クリニック 648-0073 橋本市市脇3丁目6番9号 0736-33-0782 内

医療法人ミナミ　南クリニック胃腸肛門科 648-0073 橋本市市脇4丁目7-6 0736-34-0171
内、外、胃、肛、小、リハ
放、皮

○

たかの耳鼻咽喉科 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東225-5 0736-23-1133 耳、アレ

社会医療法人三車会
貴志川リハビリテーション病院

640-0401 紀の川市貴志川町丸栖1423-3 0736-64-0061
内、外、整、脳外
リハ、放

医療法人南労会　紀和病院 648-0085 橋本市岸上18-1 0736-33-5000
内、神内、呼、消、循、外、整
脳外、皮、泌、リハ、放

○

はしづめ眼科 649-6531 紀の川市粉河2148-1 0736-73-8788 眼

宮井内科 649-6416 紀の川市上野13-10 0736-78-1510 内

正木クリニック 649-6414 紀の川市打田1415-4 0736-77-7585 胃、外、内、肛

医療法人森下会　森下クリニック 649-7206 橋本市高野口町向島42-13 0736-44-1666 内、呼、消、循、リハ、放 ○

みなみ胃腸肛門科・外科 648-0053 橋本市しらさぎ台2-12 0736-38-3737 内、胃、外、皮、肛、放

医療法人　河原整形外科 649-7203 橋本市高野口町名古曽283-1 0736-42-5757 整、リハ

医療法人健豊会　うえおく皮ふ科 640-0415 紀の川市貴志川町長原435－1 0736-65-1112 皮、形

おかだ歯科クリニック 648-0073 橋本市市脇1－46－3 0736-39-7171 歯、歯口、小歯、訪歯

伊藤クリニック 649-7202 橋本市高野口町伏原1011 0736-43-1133
内、呼、消、循、外、整、脳神外
呼外、泌、肛、リハ、放、



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
二次健診

給付

社会医療法人　三車会
在宅総合ケアセンター赤ひげクリニック

649-6123 紀の川市桃山町神田378 0736-66-9003 内、整、リハ

しらさぎ台クリニック　山内耳鼻咽喉科 648-0053 橋本市しらさぎ台12-13 0736-26-4151 耳、アレ

医療法人緑横会
横田整形外科

648-0054 橋本市城山台2-45-14 0736-36-3006 整

耳鼻咽喉科　ゆうクリニック 649-6425 紀の川市中井阪２０５－３ 0736-77-1511 耳

医療法人礼仁会　西田整形外科 640-0416 紀の川市貴志川町長山３０番地１ 0736-64-9100 整、リハ、放

たま整形外科 640-0424 紀の川市貴志川町井ノ口９７４－４ 0736-65-2700 整、放、リハ

オリーブ歯科 649-6531 紀の川市粉河８３７番地２ 0736-73-6369 歯、矯歯、小歯

いわくらクリニック 648-0094
橋本市三石台１丁目３－１１
フォレストＢ棟１０２号 0736-26-8646 内、消内、肛外 ○



労災保険指定医療機関名簿

医療機関の名称 郵便番号 所在地 電話番号 診療科目
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医療法人　大嶋内科医院 645-0301 田辺市龍神村福井1247 0739-77-0029 内、外

田辺市龍神中央診療所 645-0415 田辺市龍神村西340 0739-78-0009 内、小

辻村外科 645-0001 日高郡みなべ町東吉田282 0739-72-2522 外、整、内、消、放、リハ、肛 ○

田辺市龍神湯ノ又診療所 645-0524 田辺市龍神村湯ノ又376 0739-79-0372 内、小

医療法人　浜口医院 645-0002 日高郡みなべ町芝669 0739-72-5286 整、外

医療法人　ひがし内科クリニック 645-0021 日高郡みなべ町東本庄589-1 0739-74-3269 内、循、理、放

田辺市大塔富里診療所 646-1213 田辺市下川下930 0739-63-0002 内、外、整、胃、小、歯

白浜町国民健康保険　直営三舞診療所 649-2532 西牟婁郡白浜町安居3 0739-53-0001 内、外

国保すさみ病院 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見2380 0739-55-2065 内、外、放、理

独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター 646-8558 田辺市たきない町27-1 0739-26-7050
内、精、呼、循、消、小、外、脳外
耳、整、呼外、皮、泌、産、眼
リハ、歯口、放、麻

白浜町国民健康保険　直営川添診療所 646-0301 西牟婁郡白浜町市鹿野1103 0739-54-0037 内

医療法人洗心会　玉置病院 646-0036 田辺市上屋敷2丁目5-1 0739-22-6028 内、外、整、脳、消、産、婦 ○

医療法人森信会　まどかデンタルクリニック 646－0015 田辺市たきない町10番34号 0739-81-8211 歯、小歯

社会福祉法人　真寿会
真寿苑クリニック

646-0012 田辺市神島台4-1 0739-23-1155 内、循

医療法人健仁会　三谷医院 649-2211 西牟婁郡白浜町1400 0739-42-3606 内、外

上富田町市ノ瀬診療所 649-2107 西牟婁郡上富田町市ノ瀬2504-8 0739-48-0026 内、外

医療法人陽旦会　中井・丸岡医院 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来1338-3 0739-47-0150 内、外、整

田辺市大塔三川診療所 646-1338 田辺市合川678-3 0739-62-0008 内、外、歯、小



労災保険指定医療機関名簿
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線崎外科胃腸科クリニック 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1903-3 0739-47-3333 内、外、胃内

医療法人研医会　田辺中央病院 646-0042 田辺市南新町147 0739-24-5333 内、外、整、肛、リハ ○

白浜さかた診療所 649-2211 西牟婁郡白浜町3715-48 0739-34-2812 内、泌

社会福祉法人和歌山県福祉事業団
南紀医療福祉センター

649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1776-1 0739-47-2175 整、内、小、神

医療法人　外科内科　辻医院 646-0036 田辺市上屋敷3丁目11-14 0739-22-0534 外、内 ○

医療法人　池畑医院 646-0031 田辺市湊47-38 0739-25-1217 耳、皮

滝浪眼科医院 646-0032 田辺市下屋敷町13 0739-22-0167 眼

たなべクリニック 646-0061 田辺市上の山1-14-38 0739-34-3100 内、腎内、人透内

丸笹外科内科　 649-2511 西牟婁郡白浜町日置981 0739-52-3636 外、内、脳、整

冨永医院 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見3910-5 0739-55-3824 内

医療法人　玉置医院 646-0063 田辺市芳養松原1-13-8 0739-22-2372 内、外

納田整形外科 646-0021 田辺市あけぼの46-14 0739-24-3515 整

大峰診療所 646-1421 田辺市中辺路町栗栖川152-1 0739-64-0203 内、小

医療法人　広井眼科医院 646-0032 田辺市下屋敷町87 0739-22-0616 眼

成和脳神経内科医院 646-0063 田辺市芳養松原2-15-17 0739-26-5366 内、神内、リハ

医療法人愛心会　線崎泌尿器科医院 646-0023 田辺市文里1丁目20番25号 0739-26-5000 泌

公益財団法人　白浜医療福祉財団
白浜はまゆう病院

649-2211 西牟婁郡白浜町1447 0739-43-6200
内、心内、神内、呼、消、循、アレ、
リウマチ、外、整、脳外、皮、泌、眼、
耳、リハ、小、婦、他

○

医療法人　竹村医院 646-0022 田辺市東山1-3-8 0739-26-6700 内、呼、消、循、理、放
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松尾医院 646-1421 田辺市中辺路町栗栖川27 0739-64-1800 内、循

医療法人　杉本胃腸科外科 646-0003 田辺市中万呂62-6 0739-26-1133 胃、外、内、肛、放、理

公益財団法人　白浜医療福祉財団
西富田クリニック

649-2334 西牟婁郡白浜町才野1番地 0739-45-3600 内、消、整、

榎本整形外科 646-0029 田辺市東陽17番15号 0739-23-7170 整、外、リウマチ、リハ

近野診療所 646-1402 田辺市中辺路町近露1151-1 0739-65-0007 内、消、小

公益財団法人　白浜医療福祉財団
鮎川診療所

646-1101 田辺市鮎川583-3 0739-48-0031 内、整、泌

医療法人千藍会  たかの耳鼻咽喉科・アレルギー科 646-0015 田辺市たきない町2980ｰ57 0739-23-3341 アレ、耳

紀南病院 646-8588 田辺市新庄町46-70 0739-22-5000
内、精、外、脳外、皮、放、眼、耳、鼻、小外、
麻、産、呼、神内、整、循、呼外、泌、リハ、心血
小、歯科口腔外、消、神、形外

○

中西内科・胃腸科医院 646-0032 田辺市下屋敷14-2 0739-25-2500
内、呼、胃、循、皮、アレ
放、理

紀南こころの医療センター 646-0015 田辺市たきない町25-1 0739-22-2080 精、神

白浜町国民健康保険直営　日置診療所 649-2511 西牟婁郡白浜町日置206-1 0739-52-2002 内

真貴診療所 649-2201 西牟婁郡白浜町堅田細野2792-1 0739-43-0003 内、呼、循、外

栗山医院 647-1703 田辺市本宮町請川55-18 0735-42-0013 内、呼内

中北クリニック 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来95ｰ1 0739-83-3600 脳外、内

田辺市本宮さくら診療所 647-1731 田辺市本宮町本宮921-2 0735-42-8101 内、消、循、小、リハ

医療法人仁愛会　さとう眼科本宮分院 647-1731
田辺市本宮町本宮921-2
うらら館内

0735-42-8100 眼

ほんぐうクリニック 647-1731 田辺市本宮町本宮147-3 0735-42-8880 内、循、小

医療法人芳晃会 乾耳鼻咽喉科医院 646-0036 田辺市上屋敷1-9-5 0739-22-4488 耳、アレ
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社会福祉法人南紀白浜福祉会
船附診療所

649-2325 西牟婁郡白浜町富田1360-20 0739-45-3636 内、神内、リハ

医療法人　池田整形外科 646-0062 田辺市明洋1丁目19番19号 0739-26-3199 整、リハ

まろクリニック 646-0004 田辺市下万呂393-5 0739-81-1200 脳外

ふじたクリニック 646-0005 田辺市秋津町１５８－４ 0739-34-3034 肛、消、内、外

医療法人うえだ内科外科クリニック 646-0014 田辺市新万２８－２７ 0739-23-2700 内、外、胃、整

よしい眼科 646-0061 田辺市上の山１丁目１４番３４号 0739-33-7080 眼

なかたに医院 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来７８２番地１ 0739-47-0070 内、外、消

医療法人線崎外科胃腸科クリニック 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田１９０３－３ 0739-47-3333 内、外、胃

南たなべ眼科医院 646-0015 田辺市たきない町１９番１６号 0739-23-3730 眼
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医療法人　覚前医院 649-3523 東牟婁郡串本町和深838 0735-67-0077 内、小

鎌田医院 649-3502 東牟婁郡串本町潮岬3143 0735-62-2526 内、放

医療法人健佑会　串本有田病院 649-3514 東牟婁郡串本町有田499-1 0735-66-1021 内、神内、理、放、眼

医療法人健佑会
串本リハビリテーションセンター

649-3503 東牟婁郡串本町串本259-6 0735-62-3600 内、神内、整、理、放、眼

覚前医院田並診療所 649-3515 東牟婁郡串本町田並942-2 0735-66-0323 内

医療法人健佑会　けんゆうクリニック 649-3503 東牟婁郡串本町串本1790 0735-62-5080 内、皮、整、脳外

くしもと町立病院 649-3510 東牟婁郡串本町サンゴ台691-7 0735-62-7111
内、外、整、脳神外、泌、眼
耳、小、産

新宮市立医療センター 647-0072 新宮市蜂伏18-7 0735-31-3333
内、外、小、産、眼、耳、麻、
脳外、整、泌、形外、神内
呼外、循、皮、リハ、心血外、放

新宮市国保直営　熊野川診療所 647-1211 新宮市熊野川町日足322 0735-44-0314 外、内、小、放

那智勝浦町立温泉病院 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満１１８５番地４ 0735-52-1055 内、整、小、リハ、眼、糖内、循内

古座川町国民健康保険　七川診療所 649-4562 東牟婁郡古座川町下露376 0735-77-0232 内、外

国保北山村診療所 647-1603 東牟婁郡北山村大沼312 0735-49-2114 内

医療法人　米良医院 647-0021 新宮市池田3-2-1 0735-22-2710 内、外、婦、皮

医療法人　井畑医院 647-0061 新宮市三輪崎2-3-21 0735-31-7029 内 ○

医療法人　玉置整形外科医院 647-0043 新宮市緑ヶ丘2-3-11 0735-22-6172 整、理、放

中瀬古整形外科医院 647-0004 新宮市大橋通4-1-9 0735-22-7828 整、理 ○

坂野医院 649-5171 東牟婁郡太地町太地3055 0735-59-2063 内、外、胃、循、肛

湯川温泉診療所 649-5338 東牟婁郡那智勝浦町二河71 0735-52-1050 理、内
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医療法人　中根医院 649-4104 東牟婁郡古座川町高池10-3 0735-72-2822 内、外、胃、整、脳 ○

医療法人　木下医院 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日1-60 0735-52-2035 外、内、胃、小

浜野皮膚泌尿器科 647-0045 新宮市井ノ沢1-28 0735-22-0878 皮、泌、性、放、麻

味八木胃腸科外科医院 647-0044 新宮市神倉4-6-40 0735-21-5610 外、胃、肛

木下外科医院 647-0052 新宮市橋本1-3-5 0735-23-1122 外、胃、肛、理

医療法人日進会　日進会病院 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日1-221-1 0735-52-6511
内、外、整、神、脳、消
麻、理、放、神内

○

古座川町国民健康保険　明神診療所 649-4223 東牟婁郡古座川町川口254-1 0735-67-7113 内、外

三尾川へき地診療所 649-4455 東牟婁郡古座川町三尾川944 0735-75-0018 内、小

医療法人　米良外科・整形外科クリニック 647-0012 新宮市伊佐田町2-1-2 0735-21-7878 外、整、胃、肛、内、理

医療法人　湊口医院 647-0061 新宮市三輪崎2-13-51 0735-31-6660 内、小、放、理

渡辺クリニック 647-0016 新宮市谷王子455-8 0735-22-8385 皮、胃、内、形

山口整形外科 647-0072 新宮市蜂伏3-27 0735-31-8052 整、理、放

医療法人　要外科内科医院 647-0045 新宮市井の沢9番10号 0735-22-5191 外、内、放

一般財団法人　新宮病院 647-0018 新宮市仲之町2-1-15 0735-22-5137 整、理、内、胃、外

ウエムラ歯科クリニック 647-0081 新宮市新宮390-1　すみだビル3F 0735-21-6430 歯

佐野内科 647-0004 新宮市大橋通り2-1-3 0735-28-3266 内、呼、消

湊口内科クリニック 647-0042 新宮市下田1-1-13 0735-21-3710 内、循

医療法人仁愛会　さとう眼科 647-0045 新宮市井の沢12-6 0735-28-0310 眼
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宮本医院 649-5331 東牟婁郡那智勝浦町天満283 0735-52-0010 内、消、小

医療法人北斗大洋会　クリニックルピナス　 649-5312 東牟婁郡那智勝浦町宇久井714-3 0735-54-1588 心内、神内、精、内

医療法人　笹屋内科外科 647-0043 新宮市緑ヶ丘3－1－1 0735-21-2917 内、外

医療法人　Cure　to　Care 647-0052
新宮市橋本2-3971-1
ジャスコ新宮店

0735-28-0551 歯、矯歯、小歯

医療法人彩の会　やもとクリニック 649-4114 東牟婁郡串本町上野山191 0735-72-3388 内、胃、外、肛、放

ましょうクリニック 647-0071 新宮市佐野山田1085－14 0735-29-7800
人工透析内
腎臓内、循環器内

みね内科クリニック 647-0045 新宮市井の沢6-34 0735-22-5551 内、消内

新谷クリニック 647-0052 新宮市橋本2-5-54 0735-23-2226 泌、外

こしみちクリニック 649-3511 東牟婁郡串本町鬮野川１３５６－４ 0735-67-7785 脳神、内、リハ、整

かじの内科クリニック 647-0081 新宮市新宮字広角２６２１ 0735-22-2677 内科、消化器内科、呼吸器内科


