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    101,0001,5 独立行政法人　地域医〒520-0846 077-537-3101独立行政法人　地域医来見　良誠 昭32. 7. 1一般       288病院
     (01,3001,8) 療機能推進機構　滋賀大津市富士見台１６番１号 常　勤:   40療機能推進機構　理事 更新 結核        37現存
     病院 (医      39)長　尾身　茂 平29. 7. 1内   他   呼内
     (歯       1) 小   外   皮  
     非常勤:   78 ひ   整外 産婦
     (医      76) 眼   耳い 放  
     (歯       2) 呼外 神内 リハ
     歯   歯外 心外
     精   麻   形外
     脳外 
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0015,5 大津赤十字病院 〒520-0046 077-522-4131日本赤十字社　社長　石川　浩三 昭32. 9. 1一般       784地域支援
     (01,3015,8) 大津市長等一丁目１番３５号 常　勤:  169近衞　忠煇 更新 精神        12病院
     (医     167) 平29. 9. 1内   他   リウ現存
     (歯       2) 精   脳内 呼内
     非常勤:  188 小   外   整外
     (医     186) 形外 脳外 呼外
     (歯       2) 心外 小外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   病理 歯外
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0119,5 医療法人　石場診療所〒520-0805 077-522-7776医療法人　石場診療所尾辻　りさ 昭36. 3.20内   外   皮  診療所
     大津市石場９番６号 常　勤:    1　理事長　尾辻　りさ 更新 他   現存
     (医       1) 平30. 3.20他＝肛門内科、
     腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0152,6 医療法人明和会　琵琶〒520-0113 077-578-2023医療法人明和会　理事石田　展弥 昭39. 9. 1精神       273病院
     湖病院 大津市坂本一丁目８番５号 常　勤:    6長　石田展弥 更新 療養        24現存
     (医       6) 平24. 9. 1精   内   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0229,2 滋賀県職員診療所 〒520-0044 077-524-1121地方職員共済組合滋賀北岸　尚 昭49.10.19内   診療所
     大津市京町四丁目１番１号 常　勤:    1県支部　支部長　三日 更新 現存
     (医       1)月　大造 平28.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0237,5 棚橋整形外科 〒520-2144 077-545-8020棚橋　一夫 棚橋　一夫 昭51. 3.25リハ 整外 外  診療所
     大津市大萱一丁目２０番１２号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 3.25
     非常勤:    1
     (医       1)
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    701,0256,5 下嘉医院 〒520-2152 077-545-0321下　嘉孝 下　嘉孝 昭52.12.15内   小   産婦診療所
     大津市月輪一丁目５番２０号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0259,9 医療法人華頂会　琵琶〒520-2144 077-545-9191医療法人　華頂会　理田畑　良宏 昭53. 1.13一般        44病院
     湖養育院病院 大津市大萱七丁目７番２号 常　勤:    5事長　加藤　英材 更新 療養       111療養病床
     (医       5) 平29. 1.13内   呼内 循  現存
     非常勤:   32 消   他   透析
     (医      32) 神内 外   整外
     脳外 皮   ひ  
     リハ 放   
     糖尿病内科、腎
     臓内科、漢方内
     科　他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0261,5 為我井医院 〒520-0224 077-573-1138為我井　道子 為我井　道子 昭53. 5.10内   小   外  診療所
     大津市向陽町１番５号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0262,3 藤田整形外科医院 〒520-0832 077-534-7615藤田　繁 藤田　繁 昭53. 7.10整外 リハ 診療所
     大津市粟津町１１番６号　山田ビ常　勤:    1 更新 現存
     ル (医       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0267,2 橋本整形外科医院 〒520-0002 077-525-5501橋本　猛 橋本　猛 昭54.10. 1整外 リハ 診療所
     大津市際川三丁目１９番１３号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,0279,7 田中診療所 〒520-0105 077-578-0126田中　善八 田中　善八 昭56. 1. 1内   アレ リウ診療所
     大津市下坂本六丁目１２番２４号常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0280,5 山田整形外科病院 〒520-0242 077-573-0058山田　忠尚 山田　忠尚 昭56. 4. 1一般        40病院
     大津市本堅田五丁目２２番２７号常　勤:    3 更新 整外 内   外  現存
     (医       3) 平29. 4. 1リハ ひ   リウ
     非常勤:   24 麻   他   
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0292,0 粟津診療所 〒520-0833 077-537-0501木村　隆 木村　隆 昭57. 4. 1内   アレ 心内診療所
     大津市晴嵐一丁目１８番３号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0305,0 村田内科小児科クリニ〒520-0802 077-526-3557村田　安雄 村田　安雄 昭58.12. 1内   小   消  診療所
     ック 大津市馬場二丁目６番２０号 常　勤:    1 更新 循   現存
     (医       1) 平28.12. 1　
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   1601,0307,6 市川医院 〒520-0854 077-534-1109市川　武 市川　武 昭59. 1. 4外   胃   内  診療所
     大津市鳥居川町１３番１８号 常　勤:    1 更新 　 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0316,7 山元医院眼科皮膚科 〒520-0241 077-572-1166山元　力雄 山元　力雄 昭60. 4.22眼   皮   診療所
     大津市今堅田二丁目２６番２０号常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0332,4 におの浜クリニック 〒520-0801 077-523-3757村田　思良 村田　思良 昭62. 6. 1精   神内 心内診療所
     大津市におの浜二丁目２番６号 常　勤:    1 更新 内   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0335,7 かとう医院 〒520-2145 077-544-1011加藤　孝和 加藤　孝和 昭62. 9. 7内   循   婦  診療所
     大津市大将軍三丁目８番１６号 常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0343,1 医療法人社団　瀬田川〒520-2142 077-543-1441医療法人社団　瀬田川青木　泰亮 昭63. 8. 1精神       282病院
     病院 大津市玉野浦４番２１号 常　勤:    8病院　理事長　青木　 更新 精   神内 現存
     (医       8)泰亮 平24. 8. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0344,9 打出病院 〒520-0806 077-521-0005金　偉雄 金　偉雄 昭63. 8. 1一般        21病院
     大津市打出浜１０番４１号 常　勤:    1 更新 療養        24療養病床
     (医       1) 平24. 8. 1整外 内   リハ現存
     非常勤:   11 外   こう ひ  
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0348,0 青木レディースクリニ〒520-0241 077-573-5215青木　嶺夫 青木　嶺夫 昭63.11.20一般 診療所
     ック 大津市今堅田二丁目２６番５号 常　勤:    1 更新     一般     9現存
     (医       1) 平24.11.20産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0350,6 大津市国民健康保険　〒520-0475 077-599-2003大津市　大津市長　越齋藤　彩 昭63.12.15内   小   診療所
     葛川診療所 大津市葛川坊村町２３７番地３３常　勤:    1　直美 更新 現存
     (医       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0352,2 金田医院 〒520-0865 077-534-1134金田　吉正 金田　吉正 昭63.12. 1内   外   胃  診療所
     大津市南郷一丁目７番１号 常　勤:    1 更新 小   皮   現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2501,0354,8 熊木医院 〒520-0106 077-578-0032熊木　知行 熊木　知行 昭64. 1. 1内   循   診療所
     大津市唐崎三丁目２０番９号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0357,1 坂本民主診療所 〒520-0113 077-579-7121医療法人滋賀勤労者保今村　浩 平元. 4. 3内   小   整外診療所
     大津市坂本六丁目２５番３０号 常　勤:    2健会　理事長　今村　 更新 放   現存
     (医       2)浩 平28. 4. 3
     非常勤:   18
     (医      17)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0358,9 医療法人社団ローズ診〒520-0222 077-573-5388医療法人社団　ローズ青地　一 平元. 4. 1外   内   胃  診療所
     療所 大津市花園町１番１号 常　勤:    1診療所　理事長　青地 更新 整外 現存
     (医       1)　一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0360,5 医療法人弘英会　琵琶〒520-0232 077-573-4321医療法人　弘英会　理小椋　英司 平元. 6. 1一般       147病院
     (01,3360,8) 湖大橋病院 大津市真野五丁目１番２９号 常　勤:   20事長　小椋　英司 更新 療養        52療養病床
     (医      16) 平28. 6. 1内   外   消  現存
     (歯       4) 循   呼内 他  
     非常勤:   76 透析 神内 整外
     (医      68) 脳外 心外 ひ  
     (歯       8) 皮   眼   こう
     放   アレ リハ
     麻   歯   矯歯
     小歯 歯外 
     消化器内科、循
     環器内科、人工
     透析内、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0363,9 饗庭医院 〒520-0102 077-578-1231饗庭　昭彦 饗庭　昭彦 平元. 7. 1内   消   診療所
     大津市苗鹿二丁目３４番１５号 常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0367,0 医療法人明和会　びわ〒520-0232 077-573-4800医療法人　明和会　理相宗　守 平元.11. 1精   内   診療所
     こクリニック 大津市真野一丁目１２番２３号 常　勤:    1事長　石田展弥 更新 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,0370,4 医療法人社団瀬田クリ〒520-2153 077-545-3945医療法人社団瀬田クリ西尾　利二 平 2. 1. 1内   診療所
     ニック 大津市一里山三丁目１番５号 常　勤:    1ニック　理事長　西尾 更新 現存
     (医       1)　利二 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
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   3201,0371,2 医療法人社団エルシー〒520-0112 077-579-3833医療法人社団エルシー河　準奎（河村準奎）平 2. 1. 1療養 診療所
     エー　日吉台診療所 大津市日吉台四丁目１５番１号 常　勤:    1エー　理事長　河　準 更新     療養    17療養病床
     (医       1)奎 平29. 1. 1内   小   皮  現存
     整外 胃   リハ
     放   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,0372,0 松本ペインクリニック〒520-2152 077-543-6096松本　富吉 松本　富吉 平 2. 1. 1麻   診療所
     大津市瀬田月輪五丁目２２番２２常　勤:    1 更新 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0374,6 よしだクリニック 〒520-0242 077-573-2111吉田　隆行 吉田　隆行 平 2. 3. 1外   内   胃  診療所
     大津市本堅田三丁目１８番３号 常　勤:    1 更新 整外 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0380,3 仰木の里クリニック 〒520-0246 077-573-2330村田　敏彦 村田　敏彦 平 2. 8. 6消   放   内  診療所
     大津市仰木の里一丁目１４番７号常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0383,7 医療法人社団　加藤内〒520-2132 077-545-8810医療法人社団　加藤内加藤　三郎 平 3. 2. 2内   胃   診療所
     科胃腸科 大津市神領二丁目３９番３号 常　勤:    1科胃腸科　理事長　加 更新 現存
     (医       1)藤　三郎 平30. 2. 2
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0384,5 医療法人社団　井上医〒520-2153 077-543-9400医療法人社団　井上医井上　優 平 3. 3. 1内   小   循  診療所
     院 大津市一里山三丁目７番５号 常　勤:    1院　理事長　井上　優 更新 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,0387,8 田中皮フ科医院 〒520-2153 077-545-1232田中　壮一 田中　壮一 平 3. 4. 1皮   診療所
     大津市一里山一丁目８番２９号　常　勤:    1 更新 現存
     一里山中央ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0396,9 もみじが丘診療所 〒520-2276 077-546-3221医療法人社団　湖光会立神　恭之 平 3.11. 1内   小   消  診療所
     大津市里六丁目１９番１６号 常　勤:    1　理事長　立神　恭之 更新 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4001,0397,7 医療法人社団　日高内〒520-0006 077-525-4356医療法人社団　日高内日高　硬 平 3.12. 1内   胃   診療所
     科胃腸科 大津市滋賀里四丁目１８番８号 常　勤:    1科胃腸科　日高　硬 更新 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,0399,3 桂医院 〒520-2144 077-545-2217桂　忠彦 桂　忠彦 平 4. 2. 1小   診療所
     大津市大萱三丁目１５番２１号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0401,7 医療法人滋賀勤労者保〒520-0817 077-524-8114医療法人　滋賀勤労者東　昌子 平 4. 3. 1内   小   心内診療所
     健会　膳所診療所 大津市昭和町７番１６号 常　勤:    1保健会　理事長　今村 更新 現存
     (医       1)　浩 平28. 3. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0402,5 岡本医院 〒520-0242 077-573-2838医療法人　岡本医院　岡本　芳郎 平 4. 4. 1内   小   診療所
     大津市本堅田一丁目１８番２１号常　勤:    1理事長　岡本　芳郎 更新 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0405,8 医療法人藤樹会　滋賀〒520-0006 077-522-5426医療法人　藤樹会　理栗本　藤基 平 4. 5. 1精神       298病院
     里病院 大津市滋賀里一丁目１８番４１号常　勤:    6事長　栗本　藤基 更新 精   神   心内現存
     (医       6) 平28. 5. 1内   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,0406,6 医療法人大高医院 〒520-0806 077-524-3393医療法人　大高医院　大髙　剛 平 4. 6. 1内   診療所
     大津市打出浜６番７号 常　勤:    1理事長　大髙　剛 更新 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0410,8 医療法人社団　さいき〒520-2153 077-545-7711医療法人社団　さいき齋木　俊男 平 4.11. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 大津市一里山三丁目１９番４号 常　勤:    1整形外科　齋木　俊男 更新 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0411,6 湖南クリニック 〒520-2144 077-545-8530医療法人　湖南クリニ楢林　理一郎 平 4.11. 1精   心内 診療所
     大津市大萱一丁目１９番２５号 常　勤:    2ック　理事長　楢林　 更新 現存
     (医       2)理一郎 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4801,0413,2 駒井眼科院 〒520-0832 077-537-1855駒井　潔 駒井　潔 平 5. 2. 1眼   診療所
     大津市粟津町１７番９号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0414,0 湖山クリニック 〒520-0862 077-537-5881医療法人社団　湖光会濵辺　方子 平 5. 3. 1内   循   呼内診療所
     大津市平津一丁目１７番２３号 常　勤:    1　理事長　立神　恭之 更新 他   現存
     (医       1) 平29. 3. 1他＝消化器内科
     非常勤:   11 、糖尿病・代謝
     (医      11) 内科、内分泌内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0416,5 上田上診療所 〒520-2113 077-549-1106医療法人社団　湖光会渡邊　茂弥 平 5. 4. 1内   消   循  診療所
     大津市平野一丁目１７番２０号 常　勤:    1　理事長　立神　恭之 更新 消化器内科、循現存
     (医       1) 平29. 4. 1環器内科
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0417,3 林クリニック 〒520-0831 077-537-6235林　英治 林　英治 平 5. 4. 1内   循   診療所
     大津市松原町１７番１０号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,0418,1 おち医院 〒520-0242 077-574-1850越智　眞一 越智　眞一 平 5. 4. 6内   外   診療所
     大津市本堅田四丁目１６番６号　常　勤:    1 更新 現存
     中善ビル２階 (医       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0419,9 山元整形外科医院 〒520-0815 077-521-5870山元　暁 山元　暁 平 5. 5. 1整外 リハ 外  診療所
     大津市膳所一丁目１３番３号 常　勤:    1 更新 リウ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,0420,7 医療法人鶴岡眼科医院〒520-2141 077-544-1075医療法人　鶴岡眼科医鶴岡　聡一郎 平 5. 6. 1一般 診療所
     大津市大江二丁目１２番３８号 常　勤:    2院　理事長　鶴岡　祥 更新     一般     8現存
     (医       2)彦 平29. 6. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0422,3 桜谷診療所 〒520-2264 077-546-7826小豆澤　澄夫 小豆澤　澄夫 平 5.10. 1内   眼   小  診療所
     大津市大石東四丁目３番１号 常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0426,4 横田眼科 〒520-0836 077-537-0520横田　章夫 横田　章夫 平 6. 5. 1眼   診療所
     大津市杉浦町２４番５号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0427,2 山口医院 〒520-2141 077-545-2207山口　貴司 山口　貴司 平 6. 5. 1内   胃   診療所
     大津市大江三丁目３番２０号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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   5801,0428,0 佐々木医院 〒520-2101 077-549-2201佐々木　義孝 佐々木　義孝 平 6. 8. 1外   内   リハ診療所
     大津市青山三丁目１番１号 常　勤:    1 更新 循   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0429,8 医療法人社団　木下内〒520-0016 077-529-0550医療法人社団　木下内木下　和之 平 6. 9. 1内   診療所
     科 大津市比叡平三丁目５３番１２号常　勤:    1科　理事長　木下　和 更新 現存
     (医       1)之 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0430,6 龍谷大学瀬田診療所 〒520-2123 077-543-7781学校法人　龍谷大学　中村　慎一 平 6.10. 1内   精   診療所
     大津市瀬田大江町横谷１番５号 常　勤:    1専務理事　入澤　崇 更新 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0432,2 藤澤医院 〒520-0248 077-574-4120藤澤　晨一 藤澤　晨一 平 6.12.16小   内   診療所
     大津市仰木の里東三丁目７番１０常　勤:    1 更新 現存
     号 (医       1) 平27.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0433,0 山田内科 〒520-0113 077-578-5880医療法人社団　山田内山田　哲博 平 7. 2. 1内   循   呼  診療所
     大津市坂本七丁目６番１１号 常　勤:    1科　理事長　山田　哲 更新 現存
     (医       1)博 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,0434,8 竹内医院 〒520-0063 077-522-4319清河　滋子 清河　滋子 平 7. 3. 1小   内   診療所
     大津市横木一丁目８番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0436,3 はやし眼科医院 〒520-0241 077-574-4321林　孝宏 林　孝宏 平 7. 3.10眼   診療所
     大津市今堅田二丁目１４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0437,1 医療法人　吉田医院 〒520-0043 077-522-1567医療法人　吉田医院　吉田　滋 平 7. 5. 1内   他   診療所
     大津市中央一丁目２番９号 常　勤:    2理事長　吉田　滋 開設者変 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0442,1 医療法人社団岡島内科〒520-2141 077-545-8600医療法人社団　岡島内岡島　達也 平 7. 9. 1内   消   診療所
     胃腸科医院 大津市大江四丁目１９番１２号 常　勤:    2科胃腸科医院　理事長 開設者変 消化器科 現存
     (医       2)　岡島　純一郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0444,7 おの医院 〒520-2101 077-549-2334小野　恭一 小野　恭一 平 7. 9. 1小   内   診療所
     大津市青山三丁目１３番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
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   6801,0445,4 浜本内科医院 〒520-0844 077-534-6043医療法人　浜本内科　浜本　徹 平 7.11. 1内   循   診療所
     大津市国分一丁目９番２３号 常　勤:    1理事長　浜本　肇 開設者変 循環器内科 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0447,0 大西医院 〒520-0043 077-522-2967大西　和彦 大西　和彦 平 8. 4. 1内   循   診療所
     大津市中央三丁目１番１６号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0450,4 医療法人社団　山中医〒520-2276 077-546-0031医療法人社団　山中医山中　俊彦 平 8. 5. 1内   小   循  診療所
     院 大津市里三丁目６番２２号 常　勤:    1院　理事長　山中　俊 開設者変 現存
     (医       1)彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0451,2 医療法人　堅田病院 〒520-0242 077-572-1281医療法人　堅田病院　荒木　克夫 平 8. 6. 1療養        45病院
     大津市本堅田三丁目３３番２４号常　勤:    1理事長　大塚　貞人 開設者変 内   胃   循  療養病床
     (医       1) 平29. 6. 1放   リハ 現存
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0454,6 医療法人幸生会　琵琶〒520-0834 077-526-2131医療法人　幸生会　理坂口　昇 平 8.10. 1療養       180病院
     湖中央病院 大津市御殿浜２２番３３号 常　勤:   10事長　坂口　昇 開設者変 内   神内 他  療養病床
     (医      10) 平29.10. 1消   循   リハ現存
     非常勤:   25 整外 脳外 外  
     (医      25) 他＝血液内科　
     　消化器内科、
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,0455,3 医療法人　稲富眼科 〒520-0044 077-524-3250医療法人　稲富眼科　稲富　昭太 平 8.10. 1眼   診療所
     大津市京町一丁目３番２３号 常　勤:    1理事長　稲富　直子 開設者変 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,0456,1 山岡医院 〒520-0113 077-578-0145山岡　一衛 山岡　一衛 平 9. 1.26内   精   神  診療所
     大津市坂本六丁目２７番２１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0463,7 医療法人　永谷皮フ科〒520-0802 077-521-0431医療法人　永谷皮フ科永谷　裕幸 平 9.10. 1皮   診療所
     医院 大津市馬場一丁目３番４号 常　勤:    1医院　理事長　永谷　 開設者変 現存
     (医       1)裕幸 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7601,0471,0 高槻医院 〒520-0807 077-522-3991高槻　義夫 高槻　義夫 平10. 4. 1小   内   診療所
     大津市松本二丁目４番３７号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0472,8 医療法人　湖明会　た〒520-0241 077-572-3982医療法人　湖明会　理高橋　良明 平10. 4. 1循   内   小  診療所
     かはし小児科循環器科大津市今堅田二丁目８番２１号 常　勤:    1事長　高橋　良明 開設者変 現存
     医院 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0473,6 医療法人輝生会　小西〒520-2144 077-543-3600医療法人輝生会　理事小西　平 平10. 5. 1内   皮   ひ  診療所
     医院 大津市大萱一丁目１７番３５号 常　勤:    1長　小西　平 所在地変 外   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0479,3 池野医院 〒520-0846 077-537-3411池野　浩司 池野　浩司 平10.11.20内   小   診療所
     大津市富士見台４５番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0480,1 大西クリニック 〒520-0047 077-523-5911医療法人　叡湖会　理大西　利穂 平10.11. 1内   小   診療所
     大津市浜大津三丁目７番２３号 常　勤:    1事長　大西　利穂 開設者変 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0481,9 谷医院 〒520-0822 077-526-8448谷　常保 谷　常保 平10.12.14内   小   診療所
     大津市秋葉台６番３９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,0484,3 田中クリニック 〒520-0106 077-577-3060田中　善之 田中　善之 平11. 3. 1外   こう 内  診療所
     大津市唐崎三丁目３番２７号 常　勤:    1 新規 リハ 整外 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,0485,0 浜大津まつだ医院 〒520-0047 077-525-0086松田　親兒 松田　親兒 平11. 3. 1精   神   心内診療所
     大津市浜大津三丁目１０番３号　常　勤:    1 新規 内   現存
     ハイツ浜大津１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0489,2 かやの浦　小林診療所〒520-2143 077-544-5252小林　昌樹 小林　昌樹 平11. 3.27内   消   呼  診療所
     大津市萱野浦４番１３号 常　勤:    1 新規 小   循   現存
     (医       1) 平29. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8501,0490,0 医療法人　伊豆蔵医院〒520-0855 077-534-4030医療法人　伊豆蔵医院伊豆藏　尚夫 平11. 4. 1耳い 皮   アレ診療所
     大津市栄町４番１号 常　勤:    2　理事長　伊豆藏　尚 開設者変 現存
     (医       2)夫 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0494,2 医療法人北村医院 〒520-0865 077-537-0051医療法人北村医院　理北村　清明 平11. 6. 1内   小   胃  診療所
     大津市南郷五丁目１２番１４号 常　勤:    1事長　北村　清明 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,0495,9 貴田耳鼻咽喉科 〒520-0242 077-573-7322貴田　秀樹 貴田　秀樹 平11. 7.10耳い 診療所
     大津市本堅田五丁目２１番６号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,0496,7 さいとう整形外科医院〒520-0244 077-573-9966齋藤　哲文 齋藤　哲文 平11. 7. 2整外 リハ リウ診療所
     大津市衣川一丁目１８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0497,5 医療法人社団博真会　〒520-2153 077-543-1490医療法人社団博真会　大中　あおい 平11. 8. 1耳い 診療所
     瀬田耳鼻咽喉科 大津市一里山一丁目２番１３号 常　勤:    2瀬田耳鼻咽喉科　理事 所在地変 現存
     (医       2)長　北野　真由美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,0498,3 しみず小児科内科医院〒520-0812 077-510-0841清水　芳隆 清水　芳隆 平11. 9. 2小   内   アレ診療所
     大津市木下町９番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0499,1 医療法人　竹林ウィメ〒520-2144 077-547-3557医療法人　竹林ウィメ竹林　浩一 平11. 9. 1一般 診療所
     ンズクリニック 大津市大萱１丁目１番１号 常　勤:    4ンズクリニック　理事 開設者変     一般    18現存
     (医       4)長　竹林　浩一 平29. 9. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,0500,6 はえうち診療所 〒520-2153 077-543-3861生内　一夫 生内　一夫 平11.10. 1一般 診療所
     (01,3500,9) 大津市一里山四丁目２５番２１号常　勤:    2 新規     一般     4現存
     (医       1) 平29.10. 1外   歯   内  
     (歯       1) 胃   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,0501,4 曽田医院 〒520-0026 077-525-8652曽田　宏明 曽田　宏明 平11.11. 1外   内   消  診療所
     大津市桜野町二丁目１３番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0502,2 藤野医院 〒520-0027 077-522-1578藤野　 也 藤野　 也 平11.12.16内   胃   小  診療所
     大津市錦織二丁目６番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.12.16
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   9501,0503,0 医療法人青志会　北村〒520-0802 077-526-0101医療法人青志会　北村北村　修一 平11.12. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 大津市馬場一丁目１２番１２号 常　勤:    1整形外科　理事長　北 開設者変 現存
     (医       1)村　修一 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0507,1 医療法人大美会　大西〒520-0832 077-531-2101医療法人　大美会　理大西　勝 平12. 4. 1外   形外 美外診療所
     皮フ科形成外科医院 大津市粟津町４番７号　石山駅前常　勤:    1事長　大西　勝 開設者変 皮   他   現存
     近江鉄道ビル３階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,0508,9 医療法人　さんらく会〒520-0863 077-533-3133医療法人　さんらく会遠藤　律子 平12. 4. 1整外 リハ 眼  診療所
     　遠藤クリニック 大津市千町二丁目１５番２２号 常　勤:    2　理事長　遠藤　律子 開設者変 内   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0509,7 医療法人　緑陽会　緑〒520-0063 077-521-7515医療法人　緑陽会　理芦田　義尚 平12. 4. 1胃   内   こう診療所
     ケ丘クリニック 大津市横木二丁目１３番５号 常　勤:    1事長　芦田　義尚 開設者変 外   リハ 麻  現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0514,7 小児科藤井医院 〒520-0248 077-571-2455藤井　靖子 藤井　靖子 平12. 7.22小   診療所
     大津市仰木の里東一丁目１６番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,0515,4 永井医院 〒520-0861 077-537-1375永井　宗人 永井　宗人 平12. 7. 1内   胃   診療所
     大津市石山寺三丁目７番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0516,2 ふじかわ耳鼻咽喉科 〒520-0104 077-578-8733藤川　憲夫 藤川　憲夫 平12. 9. 1耳い アレ 診療所
     大津市比叡辻二丁目１１番１７号常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,0517,0 医療法人　緑生会　南〒520-2263 077-546-1122医療法人　緑生会　理中山　厚彦 平12.10. 1内   循   消  診療所
     大津クリニック 大津市大石中一丁目６番６号 常　勤:    1事長　中山　厚彦 所在地変 整外 リハ 皮  現存
     (医       1) 平24.10. 1循＝循環器内科
     非常勤:    3 、消＝消化器内
     (医       3) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0518,8 医療法人社団　水谷医〒520-2144 077-547-2789医療法人社団　水谷医水谷　幸之祐 平12.10. 1外   整外 消  診療所
     院 大津市大萱三丁目６番３３号 常　勤:    1院　理事長　水谷　幸 開設者変 こう 内   現存
     (医       1)之祐 平24.10. 1
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  10401,0519,6 医療法人　啓優会　た〒520-0861 077-534-3920医療法人　啓優会　理田中　和成 平12.10. 1耳い 気食 麻  診療所
     なか耳鼻咽喉科 大津市石山寺三丁目１５番３８号常　勤:    1事長　田中　和成 開設者変 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0520,4 髙岡医院 〒520-0814 077-522-5429髙岡　篤 髙岡　篤 平12.10. 1内   循   小  診療所
     大津市本丸町５番４７号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,0522,0 西角三愛小児科 〒520-0861 077-534-8889西角　淳 西角　淳 平12.12. 8小   診療所
     大津市石山寺三丁目２２番７号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平24.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,0527,9 バイオメンタルクリニ〒520-0832 077-531-0187石黒　淳 石黒　淳 平13. 5. 1心内 精   神  診療所
     ック 大津市粟津町２番４９号　オプト常　勤:    1 新規 神内 現存
     石山ビル３階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,0532,9 医療法人　野口医院 〒520-0855 077-533-5533医療法人　野口医院　野口　明 平13.10. 1内   外   こう診療所
     大津市栄町２０番１２号 常　勤:    1理事長　野口　明 開設者変 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,0533,7 医療法人社団　あしは〒520-0105 077-578-2886医療法人社団　あしは葦原　滋 平13.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ら整形外科 大津市下阪本六丁目２１番５号 常　勤:    1ら整形外科　理事長　 開設者変 現存
     (医       1)葦原　滋 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,0534,5 医療法人厚生会　石山〒520-0832 077-537-6595医療法人　厚生会　理恵美　仁 平13.10. 1眼   診療所
     眼科クリニック 大津市粟津町４番７号石山駅前近常　勤:    1事長　福田　守男 所在地変 現存
     江鉄道ビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,0535,2 前田医院 〒520-2143 077-545-3395前田　眞 前田　眞 平14. 1.15内   診療所
     大津市萱野浦１３番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,0536,0 医療法人誠仁会　吉徳〒520-2276 077-546-5225医療法人誠仁会　吉徳吉徳　克仁 平14. 4. 1内   リハ 診療所
     医院 大津市里五丁目２番１４号 常　勤:    1医院　理事長　吉徳　 所在地変 現存
     (医       1)克仁 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11301,0539,4 くろづ外科医院 〒520-2279 077-546-6658医療法人社団　よつば遠藤　衛 平14. 4. 1外   内   整外診療所
     大津市黒津二丁目１５番２２号 常　勤:    2会　理事長　遠藤　衞 開設者変 リハ 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,0542,8 あらい整形外科 〒520-0025 077-521-9015荒井　義之 荒井　義之 平14. 5.20整外 リハ リウ診療所
     大津市皇子が丘二丁目１０番２５常　勤:    1 新規 現存
     －１０８号 (医       1) 平26. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,0544,4 かたた眼科医院 〒520-0232 077-574-1311山口　真史 山口　真史 平14. 8. 2眼   診療所
     大津市真野一丁目１番１号コジャ常　勤:    1 更新 現存
     ックビル２階 (医       1) 平26. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,0545,1 医療法人　よしかわ医〒520-0862 077-537-6700医療法人　よしかわ医吉川　哲也 平14.10. 1内   消   小  診療所
     院 大津市平津一丁目６番２２号 常　勤:    1院　理事長　吉川　哲 開設者変 外   皮   現存
     (医       1)也 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,0547,7 医療法人　輝生産婦人〒520-0105 077-578-3388医療法人　輝生産婦人大田　一博 平14.12. 1一般 診療所
     科内科小児科医院 大津市下阪本六丁目２９番１９号常　勤:    2科内科小児科医院　理 開設者変     一般    15現存
     (医       2)事長　大田　一博 平26.12. 1産婦 内   小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,0548,5 重永医院 〒520-0043 077-525-2255重永　博 重永　博 平15. 4. 1外   内   診療所
     大津市中央二丁目３番１６号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,0549,3 皇子山こどもクリニッ〒520-0025 077-511-0677清水　次子 清水　次子 平15. 4.28小   診療所
     ク 大津市皇子が丘二丁目１０－２５常　勤:    3 新規 現存
     　１０５号 (医       3) 平27. 4.28
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,0554,3 ののむら眼科 〒520-2145 077-543-5439野々村　章栄 野々村　章栄 平16. 2. 7眼   診療所
     大津市大将軍一丁目１３番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,0556,8 たか耳鼻咽喉科医院 〒520-2145 077-547-2021川西　正高 川西　正高 平16. 4.21耳い アレ 診療所
     大津市大将軍一丁目２７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,0558,4 医療法人弘和会　さか〒520-0046 077-526-8088医療法人弘和会　理事坂本　忠弘 平16. 4. 1外   内   整外診療所
     もと医院 大津市長等二丁目３番３８号 常　勤:    1長　坂本　忠弘 開設者変 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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  12301,0560,0 森岡こどもクリニック〒520-0002 077-578-8855森岡　久泰 森岡　久泰 平16. 5.17小   診療所
     大津市際川四丁目１４番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,0561,8 医療法人　高樹会　高〒520-0107 077-577-3001医療法人　高樹会　理高山　昌奎 平16. 5. 1脳外 整外 リハ診療所
     山クリニック 大津市雄琴北二丁目２番３１号 常　勤:    1事長　高山　昌奎 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,0562,6 矢沢耳鼻咽喉科医院 〒520-2141 077-544-3110矢沢　代四郎 矢沢　代四郎 平16. 5.15耳い アレ 診療所
     大津市大江三丁目２４番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,0563,4 桐山皮ふ科 〒520-0232 077-574-3080桐山　貴至 桐山　貴至 平16. 7. 2皮   診療所
     大津市真野一丁目１番６２号江若常　勤:    1 新規 現存
     交通ビル１階 (医       1) 平28. 7. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,0565,9 松島産婦人科医院 〒520-0027 077-525-0025医療法人　若葉会　理松島　由生子 平16. 7. 1一般 診療所
     大津市錦織三丁目６番２２号 常　勤:    1事長　松島　由生子 所在地変     一般     7現存
     (医       1) 平28. 7. 1産婦 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,0566,7 米村小児科 〒520-0855 077-531-0555米村　俊哉 米村　俊哉 平16. 9.13小   診療所
     大津市栄町４番３号昴ビル２階 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,0567,5 瀬田医院 〒520-2132 077-545-2575西村　馨 西村　馨 平16. 9. 1内   消   皮  診療所
     大津市神領一丁目９番２０号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,0568,3 坂部医院 〒520-0801 077-525-8171坂部　秀明 坂部　秀明 平16.10.22内   消   診療所
     大津市におの浜三丁目５番１５号常　勤:    1 新規 現存
     大津アクアエール１階 (医       1) 平28.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,0569,1 医療法人緑泉会　小泉〒520-0241 077-571-0575医療法人　緑泉会　理小泉　武 平16.10. 1内   消   診療所
     医院 大津市今堅田二丁目２６番１５号常　勤:    1事長　小泉　武 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,0572,5 医療法人　前田クリニ〒520-0803 077-523-5888医療法人　前田クリニ前田　俊英 平17. 4. 1内   整外 リハ診療所
     ック 大津市竜が丘３番９号 常　勤:    1ック　理事長　前田　 開設者変 　 現存
     (医       1)俊英 平29. 4. 1
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  13301,0573,3 医療法人　玉川医院 〒520-2141 077-548-3431医療法人　玉川医院　玉川　正明 平17. 4. 1外   消   内  診療所
     大津市大江五丁目３３番５号 常　勤:    1理事長　玉川　正明 開設者変 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,0576,6 泉内科循環器科医院 〒520-0004 077-525-3308泉　雅文 泉　雅文 平17. 5. 9内   循   診療所
     大津市見世二丁目６番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,0577,4 医療法人社団　平田眼〒520-0025 077-523-7073医療法人社団　平田眼平田　博文 平17. 5. 1眼   診療所
     科 大津市皇子が丘二丁目１０番２５常　勤:    1科　理事長　平田　博 開設者変 現存
     号 (医       1)文 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,0578,2 医療法人社団　こんど〒520-0025 077-527-9292医療法人社団　こんど近藤　恭子 平17. 5. 1小   アレ 診療所
     う小児科 大津市皇子が丘三丁目１番１４号常　勤:    2う小児科　理事長　近 開設者変 現存
     (医       2)藤　恭子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,0581,6 大道医院 〒520-2145 077-547-3650大道　信之 大道　信之 平17. 6. 7内   循   呼内診療所
     大津市大将軍一丁目１５番７号 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 6. 7循＝循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,0583,2 大村整形外科 〒520-2141 077-547-3551大村　喜久雄 大村　喜久雄 平17. 8. 1整外 リハ 診療所
     大津市大江二丁目３０番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,0584,0 医療法人　よこえ皮フ〒520-0025 077-523-0020医療法人　よこえ皮フ横江　昌明 平17.10. 1皮   ひ   診療所
     ・泌尿器科 大津市皇子が丘二丁目１０番２５常　勤:    1・泌尿器科　理事長　 開設者変 現存
     号　１０７号 (医       1)横江　昌明 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,0585,7 医療法人スワン会　大〒520-0105 077-578-3022医療法人　スワン会　木原　美奈子 平17.10. 1小   内   診療所
     澤小児科医院 大津市下阪本六丁目２２番６号 常　勤:    1大澤小児科医院　理事 所在地変 現存
     (医       1)長　木原　美奈子 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,0587,3 きづみのるクリニック〒520-0047 077-527-5151医療法人　湊心会　理川會　順 平17.11. 1内   循   診療所
     大津市浜大津一丁目２番２５号 常　勤:    1事長　川會　順 開設者変 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,0588,1 医療法人桂川レディー〒520-0834 077-511-4135医療法人　桂川レディ桂川　浩 平17.11. 1一般 診療所
     スクリニック 大津市御殿浜２１番８号 常　勤:    1ースクリニック　理事 開設者変     一般    17現存
     (医       1)長　桂川　浩 平29.11. 1産   婦   麻  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14301,0589,9 中井医院 〒520-0524 077-594-0010中井　利彦 中井　利彦 昭56. 5.18内   産婦 診療所
     大津市和邇今宿５７２番地４ 常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平29. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,0590,7 和迩診療所 〒520-0526 077-594-0029岡村　清 岡村　清 昭61. 8. 1内   ひ   診療所
     大津市和迩中１９０番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,0591,5 医療法人社団理庵　北〒520-0514 077-592-0002医療法人社団　理庵　北沢　明人 平 2. 5. 1内   他   診療所
     沢医院 大津市木戸１４０番地 常　勤:    1理事長　北沢　明人 更新 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,0594,9 諸賀整形外科医院 〒520-0522 077-594-5353諸賀　巳喜夫 諸賀　巳喜夫 平 6. 3. 1整外 リハ 診療所
     大津市和邇中浜３３４番地１ 常　勤:    1 更新 　 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,0595,6 医療法人　金谷クリニ〒520-0532 077-594-5001医療法人　金谷クリニ金谷　哲郎 平 6. 3. 1胃   内   循  診療所
     ック 大津市湖青一丁目１番地３１ 常　勤:    1ック　理事長　金谷　 更新 小   心内 現存
     (医       1)哲郎 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,0596,4 医療法人湖青会　青木〒520-0528 077-594-4018医療法人　湖青会　理青木　裕彦 平 9. 4. 1内   外   皮  診療所
     医院 大津市和邇高城２６０番地１ 常　勤:    2事長　青木　裕彦 所在地変 小   こう 放  現存
     (医       2) 平30. 4. 1麻   循   リハ
     非常勤:    1 循＝循環器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,0597,2 東医院 〒520-0502 077-596-1771東　陽一 東　陽一 平10. 4. 1リハ 整外 内  診療所
     大津市南小松１５９４番地１７０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,0598,0 ふくた診療所 〒520-0515 077-592-8003福田　章典 福田　章典 平10. 4.27内   消   診療所
     大津市八屋戸９７１番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,0600,4 大津赤十字志賀病院 〒520-0580 077-594-8777日本赤十字社　社長　馬場　信雄 平14. 7. 1一般       100病院
     大津市和邇中２９８番地 常　勤:   18近衞　忠煇 新規 療養        50療養病床
     (医      18) 平26. 7. 1内   消   循  現存
     非常勤:   28 小   外   整外
     (医      28) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,0602,0 ひらた耳鼻咽喉科 〒520-0528 077-594-8733平田　晃一 平田　晃一 平15. 4.25耳い 診療所
     大津市和邇高城２６７番１の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.25
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  15301,0605,3 医療法人　ひろせ耳鼻〒520-0801 077-523-7667医療法人　ひろせ耳鼻廣瀬　章子 平18. 4. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科医院 大津市におの浜二丁目２番５号大常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 開設者変 現存
     津スカイハイツ１０６号 (医       2)廣瀬　章子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,0606,1 医療法人銀杏会　まつ〒520-0107 077-577-3210医療法人銀杏会　まつ松田　博 平18. 4. 1内   胃   診療所
     だ内科胃腸科 大津市雄琴北一丁目６番１４号 常　勤:    1だ内科胃腸科　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　松田　博 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,0607,9 あそうクリニック 〒520-0044 077-510-6580麻生　伸一 麻生　伸一 平18. 5. 2整外 リハ 外  診療所
     大津市京町二丁目１番２４号 常　勤:    1 所在地変 内   リウ 現存
     (医       1) 平30. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,0608,7 すぎた耳鼻咽喉科クリ〒520-0532 077-594-2505杉田　 洋 杉田　 洋 平18. 6. 1耳い アレ 診療所
     ニック 大津市湖青一丁目１番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,0609,5 つかだ内科クリニック〒520-0802 077-522-8177塚田　克之 塚田　克之 平18. 6. 1内   神内 循  診療所
     大津市馬場三丁目１３番２６号 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平30. 6. 1循＝循環器内科
     、他＝老年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,0611,1 医療法人　小澤耳鼻咽〒520-0027 077-523-1617医療法人　小澤耳鼻咽小澤　博史 平18. 7. 1耳い 診療所
     喉科医院 大津市錦織二丁目２番２４号 常　勤:    2喉科　理事長　小澤博 開設者変 現存
     (医       2)史 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,0612,9 まつだ医院 〒520-2144 077-543-3000医療法人明光会　まつ松田　明 平18. 8. 1胃   内   外  診療所
     大津市大萱二丁目４番２０号 常　勤:    1だ医院　理事長　松田 開設者変 小   リハ 現存
     (医       1)　明 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,0613,7 森寺眼科医院 〒520-0043 077-522-2359森寺　威之 森寺　威之 平18. 9. 1眼   診療所
     大津市中央三丁目５番３２号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,0614,5 田井中内科医院 〒520-0832 077-534-8825田井中　憲三 田井中　憲三 平18.10. 1内   胃   放  診療所
     大津市粟津町３番２号　ＪＲ石山常　勤:    1 所在地変 現存
     駅ＮＫビル４階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16201,0615,2 医療法人良善会　ひか〒520-0002 077-522-5411医療法人　良善会　理柳橋　健 平18.12. 1療養       170病院
     り病院 大津市際川三丁目３５番１号 常　勤:    5事長　柳橋　健 所在地変 内   他   消  療養病床
     (医       5) 平24.12. 1リハ 現存
     非常勤:   11 老年内科、消化
     (医      11) 器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,0616,0 ハッピーねもとクリニ〒520-0057 077-524-8899根本　正 根本　正 平19. 1. 4内   外   呼  診療所
     ック 大津市御幸町１番２７号　レスペ常　勤:    1 新規 アレ 現存
     クテ１階 (医       1) 平25. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,0617,8 なかじまクリニック 〒520-0818 077-521-0701中島　聡 中島　聡 平19. 5. 1心内 神   精  診療所
     大津市西の庄５番２５号アメニテ常　勤:    1 新規 現存
     ィ膳所２０３号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,0618,6 こうなみクリニック 〒520-0104 077-579-8211医療法人　比良寿会　神波　照夫 平19. 4. 1ひ   皮   外  診療所
     大津市比叡辻二丁目７番１０号 常　勤:    1理事長　神波　照夫 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,0619,4 増田耳鼻咽喉科医院 〒520-0043 077-524-3387医療法人　信耳会　理増田　信明 平19. 4. 1耳い 診療所
     大津市中央二丁目４番１４号 常　勤:    2事長　増田　信弘 開設者変 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,0621,0 せと肛門胃腸クリニッ〒520-0525 077-594-8533医療法人　さくら会　瀬戸　宗一郎 平19. 4. 1胃   内   外  診療所
     ク 大津市小野３７５番地１ 常　勤:    1理事長　瀬戸　宗一郎 開設者変 こう 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,0623,6 伊藤医院 〒520-0027 077-521-1388伊藤　雅夫 伊藤　雅夫 平19. 6. 1外   内   こう診療所
     大津市錦織三丁目１６番２３号 常　勤:    1 開設者変 整外 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,0625,1 医療法人　西山医院 〒520-0025 077-523-2078医療法人　西山医院　西山　順博 平19. 8. 1内   消   胃  診療所
     大津市皇子が丘二丁目２番１２号常　勤:    4理事長　西山　順博 開設者変 循   現存
     (医       4) 平25. 8. 1消化器内科、胃
     非常勤:    1 腸内科、循環器
     (医       1) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,0626,9 みずき皮フ科クリニッ〒520-0051 077-511-2305医療法人　みずき皮フ榎堀　みき子 平19. 7. 6皮   形外 診療所
     ク 大津市梅林一丁目８番５号 常　勤:    2科クリニック　理事長 所在地変 現存
     (医       2)　榎堀　みき子 平25. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17101,0627,7 いのうえ内科クリニッ〒520-0026 077-510-2810井上　文彦 井上　文彦 平19.10. 2内   消   診療所
     ク 大津市桜野町二丁目４番７号パデ常　勤:    1 新規 現存
     シオン西大津１階 (医       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,0628,5 医療法人　池ノ上医院〒520-0532 077-594-3970医療法人　池ノ上医院池ノ上　晃一 平19. 8.30内   循   診療所
     大津市湖青一丁目７番１号 常　勤:    1　理事長　池ノ上　晃 所在地変 循環器内科 現存
     (医       1)一 平25. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,0630,1 医療法人心寿海　岩波〒520-0047 077-524-1828医療法人　心寿海　理岩波　寿子 平19.10. 1整外 診療所
     整形外科医院 大津市浜大津三丁目２番３４号 常　勤:    1事長　岩波　寿子 開設者変 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,0633,5 おおむら内科クリニッ〒520-2141 077-544-5515大村　具子 大村　具子 平20. 6. 2内   循   診療所
     ク 大津市大江三丁目２５番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,0634,3 上原医院 〒520-2132 077-558-6333上原　栄之輔 上原　栄之輔 平20. 7. 1外   内   消  診療所
     大津市神領三丁目７番２０号 常　勤:    1 新規 小   こう 現存
     (医       1) 平26. 7. 1消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,0636,8 福島耳鼻咽喉科 〒520-0814 077-521-0177福島　英行 福島　英行 平20. 8. 6耳い 診療所
     大津市本丸町４番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,0637,6 こうの眼科 〒520-0105 077-535-1285河野　景一 河野　景一 平20. 8. 1眼   診療所
     大津市下阪本六丁目３７番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,0641,8 あすとこクリニック 〒520-0047 077-526-8161渡部　玉蘭 渡部　玉蘭 平20.11. 1小   アレ 診療所
     大津市浜大津４丁目１番１号　明常　勤:    1 新規 現存
     日都浜大津３階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,0642,6 みやこ皮フ科 〒520-0106 077-535-4726古屋敷　美野子 古屋敷　美野子 平20.11. 5皮   他   診療所
     大津市唐崎３丁目１８番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,0643,4 糖尿病クリニック堅田〒520-0242 077-514-8390藤田　俊樹 藤田　俊樹 平21. 2. 1他   診療所
     大津市本堅田五丁目２０番１０号常　勤:    1 新規 現存
     アルプラザ堅田３階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,0645,9 医療法人　藤井医院 〒520-0802 077-526-1671医療法人　藤井医院　藤井　恒夫 平21. 2. 2内   呼   小  診療所
     大津市馬場一丁目６番１９号 常　勤:    1理事長　藤井　恒夫 所在地変 現存
     (医       1) 平27. 2. 2
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  18201,0647,5 由良クリニック 〒520-0047 077-510-1023医療法人　碧藍会　理由良　茂人 平21. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     大津市浜大津二丁目１番２９号 常　勤:    1事長　由良　茂人 開設者変 眼   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,0648,3 いのうえ眼科 〒520-0813 077-526-7770井上　美奈香 井上　美奈香 平21. 5.12眼   診療所
     大津市丸の内町１１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,0650,9 ときめき坂メンタルク〒520-0802 077-528-1556柴原　証基 柴原　証基 平21. 7. 1心内 精   診療所
     リニック 大津市馬場一丁目３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,0651,7 瀬古内科クリニック 〒520-0802 077-510-5755医療法人瀬古内科クリ瀬古　修二 平21. 7. 1内   消   診療所
     大津市馬場三丁目２番２５号 常　勤:    1ニック　理事長　瀬古 開設者変 現存
     (医       1)　修二 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,0652,5 竹村皮フ科クリニック〒520-0027 077-526-7085竹村　典子 竹村　典子 平21.10.10皮   診療所
     大津市錦織二丁目３番３３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,0653,3 湖都クリニック内科循〒520-0025 077-510-7335山元　章示 山元　章示 平21.10.10内   循   診療所
     環器内科 大津市皇子が丘二丁目９番１３号常　勤:    1 新規 現存
     ワイズアクト１階（Ｔ１０１） (医       1) 平27.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,0655,8 西大津耳鼻咽喉科 〒520-0025 077-510-5454医療法人信耳会　理事増田　信弘 平22. 1. 1耳い 診療所
     大津市皇子が丘二丁目１０番２５常　勤:    1長　増田　信弘 開設者変 現存
     号１０４ファーストタワー大津Ｍ(医       1) 平28. 1. 1
     ＡＲＹ１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,0656,6 せきい眼科 〒520-0862 077-537-0809関井　英一郎 関井　英一郎 平22. 3. 6眼   診療所
     大津市平津一丁目１２番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,0658,2 おかじまクリニック 〒520-0241 077-571-2166岡島　誠一郎 岡島　誠一郎 平22. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     大津市今堅田二丁目６番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,0659,0 西村整形外科医院 〒520-0814 077-522-9737西村　尚記 西村　尚記 平22. 9. 1整外 リハ 診療所
     大津市本丸町３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19201,0660,8 田中ファミリークリニ〒520-0242 077-573-7070田中　努 田中　努 平22.10. 1内   小   ひ  診療所
     ック 大津市本堅田四丁目６番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,0661,6 滝本医院 〒520-0105 077-578-5550滝本　行延 滝本　行延 平22.10. 5内   消   診療所
     大津市下阪本一丁目２０番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,0663,2 石山医院 〒520-0832 077-537-2079竹岡　玲 竹岡　玲 平22. 9. 1内   循   皮  診療所
     大津市粟津町１７番３６号 常　勤:    2 開設者変 外   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,0665,7 医療法人レイクサイド〒520-2141 077-544-2995医療法人レイクサイド大森　聖一 平22.10. 1内   小   消  診療所
     クリニック　レイクサ大津市大江一丁目３番２０号 常　勤:    1クリニック　理事長　 開設者変 リハ 現存
     イドクリニック (医       1)大森　聖一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,0666,5 小児科伊吹医院 〒520-0001 077-524-6026伊吹　将吾 伊吹　将吾 平23. 1. 1小   アレ 診療所
     大津市蓮池町７番３号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,0667,3 医療法人　祐森クリニ〒520-0522 077-594-5611医療法人　祐森クリニ祐森　泰郎 平23. 1. 1内   アレ 消  診療所
     ック 大津市和邇中浜４６０番地の１ 常　勤:    2ック　理事長　祐森　 所在地変 他   リハ 眼  現存
     (医       2)泰郎 平29. 1. 1消化器内科　他
     非常勤:    5 ＝漢方内科
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,0668,1 やすい総合内科クリニ〒520-0113 077-578-8800安井　達 安井　達 平23. 4. 1内   循   消  診療所
     ック 大津市坂本三丁目３２番２２号 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,0669,9 原田医院 〒520-0832 077-537-1881原田　英彦 原田　英彦 平23. 5. 1呼   内   小  診療所
     大津市粟津町１７番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,0671,5 なかじま内科クリニッ〒520-0047 077-536-5181医療法人なかじま内科中島　年和 平23. 4. 1内   消   診療所
     ク 大津市浜大津二丁目１番３２－１常　勤:    1クリニック　理事長　 開設者変 現存
     号 (医       1)中島　年和 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,0673,1 小児科おくだ医院 〒520-0813 077-510-0620奥田　晃朗 奥田　晃朗 平23. 8. 1小   内   アレ診療所
     大津市丸の内町９番３５号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20201,0675,6 たかこレディスクリニ〒520-0832 077-534-4031横井　崇子 横井　崇子 平23.11. 1婦   産   診療所
     ック 大津市粟津町３－２ＪＲ石山駅Ｎ常　勤:    1 新規 現存
     Ｋビル３０３号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,0676,4 医療法人　本郷クリニ〒520-0025 077-511-0259医療法人　本郷クリニ本郷　吉洋 平23.10. 1ひ   内   診療所
     ック 大津市皇子が丘二丁目１０番２７常　勤:    1ック　理事長　本郷　 開設者変 現存
     号西大津ＩＳビル４Ｆ (医       1)吉洋 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,0677,2 伏木医院 〒520-0004 077-522-5118口出　将司 口出　将司 平23.12. 1内   外   脳外診療所
     大津市見世二丁目１２番１２号 常　勤:    1 開設者変 消   現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,0678,0 わたなべ湖西クリニッ〒520-0105 077-577-1577医療法人　わたなべ湖渡邊　裕 平24. 3. 5内   循   診療所
     ク 大津市下阪本六丁目３８番１１号常　勤:    1西クリニック　理事長 所在地変 循＝循環器内科現存
     (医       1)　渡邊　裕 平30. 3. 5
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,0679,8 辻メンタルクリニック〒520-0057 077-510-0567辻　元宏 辻　元宏 平24. 5. 1精   心内 診療所
     大津市御幸町２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,0682,2 桂田医院 〒520-0046 077-522-2298桂田　哲 桂田　哲 平24. 6. 1内   消   診療所
     大津市長等三丁目１番３３号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,0683,0 医療法人　恵和会　林〒520-0241 077-573-4456医療法人　恵和会　理林　道友 平24. 7. 1内   消   循  診療所
     内科クリニック 大津市今堅田二丁目１６番１１号常　勤:    1事長　林　道友 所在地変 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,0684,8 おうみのくにクリニッ〒520-2144 077-544-3980木村　新 木村　新 平24. 9. 1精   心内 診療所
     ク 大津市大萱一丁目１８番３４号　常　勤:    2 新規 現存
     中川ビル４Ｆ (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,0686,3 医療法人　誠尽会　ほ〒520-0246 077-536-5530医療法人　誠尽会　理本多　和彦 平24.10. 1内   消   耳い診療所
     んだクリニック 大津市仰木の里七丁目１番１２号常　勤:    1事長　本多　和彦 開設者変 消＝消化器内科現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  21101,0688,9 小松診療所 〒520-0501 077-596-0024上川　龍彦 上川　龍彦 平24.12. 1内   外   診療所
     大津市北小松４１７番地 常　勤:    2 開設者変 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,0692,1 青地うえだクリニック〒520-0043 077-522-3940上田　創平 上田　創平 平25. 5. 1産婦 外   内  診療所
     大津市中央一丁目１番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,0693,9 いしやま内科整形外科〒520-0831 077-574-7700医療法人社団　湖光会奥村　嘉章 平25. 9. 1内   他   呼内診療所
     大津市松原町１４番７号 常　勤:    2　理事長　立神　恭之 新規 循   整外 リハ現存
     (医       2) 平25. 9. 1リウ 
     非常勤:   17 循環器内科　他
     (医      17) ＝消化器・肝臓
     内科、内視鏡内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,0694,7 竹下整形外科 〒520-0837 077-572-9978竹下　秀之 竹下　秀之 平25.11. 1整外 リウ リハ診療所
     大津市中庄１丁目１４－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,0695,4 医療法人せせらぎ会浮〒520-0242 077-574-3751医療法人せせらぎ会　浮田　徹也 平25.11. 1一般        15診療所
     田クリニック 大津市本堅田六丁目３６番１号 常　勤:    3理事長　浮田　徹也 新規 産   婦   他  現存
     (医       3) 平25.11. 1麻   
     他＝漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,0696,2 瀬田三愛小児科 〒520-2144 077-545-5312医療法人　蔦初会　理 林　宗夫 平25.10. 1小   アレ 診療所
     大津市大萱一丁目１５番１９号　常　勤:    1事長　 林　宗夫 開設者変 現存
     松田ビル (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,0697,0 ひぐちクリニック 〒520-0837 077-521-8877樋口　彰彦 樋口　彰彦 平25.10. 1内   他   診療所
     大津市中庄一丁目１４番１０－１常　勤:    1 所在地変 他＝内視鏡内科現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,0698,8 宮川医院 〒520-0851 077-537-2016宮川　佐智子 宮川　佐智子 平25.11. 1内   小   診療所
     大津市唐橋町１８番２５号 常　勤:    1 開設者変 休止
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,0699,6 しばやま耳鼻咽喉科ク〒520-0055 077-510-1201柴山　将之 柴山　将之 平25.12. 1耳い 診療所
     リニック 大津市春日町２番１号ＣＯＣＯＬ常　勤:    1 新規 現存
     ＡＳ大津２０２ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22001,0700,2 たきもとクリニック 〒520-0055 077-510-1015滝本　善仁 滝本　善仁 平25.12. 1内   循   診療所
     大津市春日町２番１号ＣＯＣＯＬ常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     ＡＳ大津２０４ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,0701,0 医療法人社団あかつき〒520-0814 077-526-7111医療法人社団　あかつ菅野　正芳 平25.12. 2内   皮   整外診療所
     会　本丸たけだ医院 大津市本丸町２番１８号 常　勤:    1き会　理事長　武田　 開設者変 現存
     (医       1)克彦 平25.12. 2
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,0702,8 わかばやし皮ふ科クリ〒520-0851 077-537-8800若林　浩子 若林　浩子 平26. 4. 1皮   アレ 診療所
     ニック 大津市唐橋町２２番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,0703,6 医療法人三水会　波田〒520-0006 077-521-4747医療法人三水会　理事波田　重英 平26. 4. 1内   アレ 消  診療所
     内科医院 大津市滋賀里一丁目８番２８号 常　勤:    1長　波田　重英 開設者変 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,0704,4 医療法人　やまもとフ〒520-0801 077-526-8970医療法人　やまもとフ山本　貴子 平26. 4. 1内   循   小  診療所
     ァミリークリニック 大津市におの浜二丁目２－５大津常　勤:    1ァミリークリニック　 開設者変 循環器内科 現存
     スカイハイツ１Ｆ１０８号 (医       1)理事長　山本　貴子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,0705,1 奥村医院 〒520-0834 077-537-5357奥村　裕之 奥村　裕之 平26. 7. 1内   神内 診療所
     大津市御殿浜２０番２６号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,0709,3 森井眼科医院 〒520-0043 077-522-2153医療法人社団　新緑会森井　勇介 平26.10. 1一般         4診療所
     大津市中央一丁目６番１８号 常　勤:    2　理事長　森井　勇介 所在地変 眼   現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,0710,1 つつみ眼科 〒520-0801 077-525-0223医療法人つつみ眼科　堤　元信 平26.11. 1眼   診療所
     大津市におの浜二丁目１番２１号常　勤:    1理事長　堤　元信 開設者変 現存
     ＩＫＫＯ大津ビル１階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,0711,9 医療法人湖秀会　藤岡〒520-2279 077-536-3522医療法人湖秀会　理事藤岡　秀行 平26.11. 1内   循   診療所
     内科医院 大津市黒津二丁目２番３号 常　勤:    1長　藤岡　秀行 開設者変 循環器内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,0712,7 坂本医院 〒520-0105 077-536-5260佐伯　善文 佐伯　善文 平27. 4. 1外   内   胃  診療所
     大津市下阪本六丁目２２－１０ 常　勤:    1 所在地変 胃腸内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  23001,0713,5 医療法人博悠会かわむ〒520-0854 077-537-0643医療法人博悠会　理事川村　恒博 平27. 4. 1内   リハ 診療所
     ら医院 大津市鳥居川町４番２５号 常　勤:    1長　川村　恒博 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,0714,3 医療法人　赫照会　ひ〒520-0861 077-537-5537医療法人　赫照会　理平田　和人 平27. 4. 1内   循   診療所
     らた医院 大津市石山寺三丁目１５番１０号常　勤:    1事長　平田　和人 開設者変 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,0715,0 医療法人美崎ファミリ〒520-0841 077-531-2088医療法人美崎ファミリ 口　博一 平27. 5. 1内   循   他  診療所
     ークリニック 大津市美崎町２番２２号 常　勤:    1ークリニック　理事長 開設者変 循環器内科　他現存
     (医       1)　 口　博一 平27. 5. 1＝糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,0716,8 医療法人社団循環器内〒520-0024 077-514-8530医療法人社団循環器内冨岡　宣良 平27. 5. 1循   内   診療所
     科冨岡クリニック 大津市松山町１０番３３号 常　勤:    1科冨岡クリニック　理 開設者変 循環器内科 現存
     (医       1)事長　冨岡　宣良 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,0717,6 くどうクリニック 〒520-0047 077-510-1030工藤　卓 工藤　卓 平27. 7. 1精   心内 他  診療所
     大津市浜大津三丁目７番２号 常　勤:    1 新規 他＝漢方内科 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,0718,4 大津心療内科クリニッ〒520-0033 077-525-3188上田　幹人 上田　幹人 平27. 9. 1精   心内 診療所
     ク 大津市大門通３番地２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,0720,0 藤井皮フ科クリニック〒520-2145 077-548-4112藤井　紀和 藤井　紀和 平28. 2. 1皮   形外 アレ診療所
     大津市大将軍１－９－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,0721,8 医療法人社団あかつき〒520-0105 077-572-8088医療法人社団あかつき武田　克彦 平28. 2. 1内   整外 皮  診療所
     会　たけだクリニック大津市下阪本２丁目２０番５７号常　勤:    1会　理事長　武田　克 新規 現存
     (医       1)彦 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,0723,4 ふじおかクリニック 〒520-0854 077-548-7152藤岡　靖忠 藤岡　靖忠 平28. 3. 1内   循   外  診療所
     大津市鳥居川町４番２０号石山唐常　勤:    1 新規 他   現存
     橋クリニックモール１Ｆ (医       1) 平28. 3. 1循環器内科　そ
     の他＝血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,0725,9 しろやま赤ちゃんこど〒520-0242 077-574-2300城山　照貴 城山　照貴 平28. 5. 1小   他   診療所
     もクリニック 大津市本堅田６丁目３５－２８ 常　勤:    1 新規 新生児内科 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24001,0727,5 医療法人レイクサイド〒520-2134 077-543-6640医療法人レイクサイド橋本　圭司 平28. 5. 1内   呼内 診療所
     クリニック　リバーサ大津市瀬田四丁目１番３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     イドクリニック (医       1)大森　聖一 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,0728,3 医療法人松徳会　北雄〒520-0101 077-579-1011医療法人松徳会　理事松村　忠史 平28. 7. 1循   内   呼内診療所
     琴クリニック 大津市雄琴六丁目１１番８号 常　勤:    1長　松谷　之義 開設者変 リハ アレ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1循環器内科
     非常勤:   48
     (医      48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,0729,1 医療法人いながきハー〒520-0001 077-526-8000医療法人いながきハー稲垣　宏一 平28.10. 1内   循   診療所
     トクリニック 大津市蓮池町１４番２４号 常　勤:    1トクリニック　理事長 開設者変 循環器内科 現存
     (医       1)　稲垣　宏一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,0730,9 医療法人楽育会山本整〒520-0001 077-572-6546医療法人楽育会　理事山本　国浩 平28.10. 1整外 リハ 診療所
     形外科クリニック 大津市蓮池町１４番２３号 常　勤:    1長　山本　国浩 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,0731,7 三大寺リハビリクリニ〒520-2131 077-545-5255医療法人社団加音　理加藤　泰規 平28.10. 1内   外   リハ診療所
     ック 大津市三大寺６番９号 常　勤:    1事長　加藤　泰規 開設者変 皮   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,0732,5 駒井クリニック 〒520-2141 077-545-3067駒井　慎次郎 駒井　慎次郎 平29. 1. 1形外 皮   外  診療所
     大津市大江３丁目５－２０ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,0733,3 医療法人央友会　光吉〒520-0047 077-522-7526医療法人　央友会　理光吉　出 平29. 1.18小   内   診療所
     医院 大津市浜大津二丁目２番２号 常　勤:    1事長　光吉　出 所在地変 現存
     (医       1) 平29. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,0734,1 たかお泌尿器科クリニ〒520-0854 077-526-7670高尾　典恭 高尾　典恭 平29. 5. 1ひ   外   診療所
     ック 大津市鳥居川町４番２０号石山唐常　勤:    1 新規 現存
     橋クリニックモール２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,0735,8 ほんだ皮フ科クリニッ〒520-2141 077-548-3388本田　真一朗 本田　真一朗 平29. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 大津市大江２丁目３４番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24901,0736,6 医療法人　北村クリニ〒520-2134 077-543-1469医療法人　北村クリニ北村　博之 平29. 4. 1整外 リハ 外  診療所
     ック 大津市瀬田五丁目２２－２１ 常　勤:    1ック　理事長　北村　 所在地変 内   現存
     (医       1)博之 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,0737,4 市立大津市民病院 〒520-0804 077-522-4607地方独立行政法人市立片岡　慶正 平29. 4. 1一般       433地域支援
     (01,3737,7) 大津市本宮二丁目９番９号 常　勤:  101大津市民病院　理事長 開設者変 一般（感染） 病院
     (医      98)　片岡　慶正 平29. 4. 1             8現存
     (歯       3) 内   他   呼内
     非常勤:   34 呼外 心内 精  
     (医      32) 小   外   整外
     (歯       2) 脳外 心外 リハ
     産婦 眼   耳い
     ひ   皮   歯  
     矯歯 歯外 放  
     麻   形外 病理
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,0738,2 大津病理診断科 〒520-0852 077-548-6336山田　英二 山田　英二 平29. 8. 1病理 診療所
     大津市田辺町１５－３９メディシ常　勤:    2 新規 病理診断科 現存
     ャン　フローエ　２Ｆ (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,0739,0 木下レディースクリニ〒520-0806 077-526-1451木下　孝一 木下　孝一 平29. 8. 1婦   産   診療所
     ック 大津市打出浜１０－３７ 常　勤:    1 開設者変 婦人科（不妊治現存
     (医       1) 平29. 8. 1療・生殖医療）
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,0740,8 本堅田クリニック 〒520-0242 077-571-0250医療法人社団　五心会鈴木　究 平29. 9. 1内   診療所
     大津市本堅田４丁目４－２１ 常　勤:    1　理事長　鈴木　究 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,0741,6 ばんば耳鼻咽喉科医院〒520-0004 077-526-8741医療法人　ばんば耳鼻馬場　均 平29.10. 1耳い 診療所
     大津市見世二丁目１９番５０号 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 開設者変 現存
     (医       1)馬場　均 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,0742,4 医療法人道器　さくら〒520-0832 077-511-9119医療法人道器　理事長櫻井　健世 平29.10. 1神内 内   精  診療所
     いクリニック 大津市粟津町２番６５号第２久下常　勤:    1　櫻井　健世 開設者変 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,0744,0 細田医院 〒520-0027 077-522-1222細田　光洋 細田　光洋 平30. 1. 1内   ひ   診療所
     大津市錦織二丁目８番４０号 常　勤:    2 開設者変 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
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  25701,0745,7 レイクこどもクリニッ〒520-2145 077-548-3001医療法人グリーンスウ野村　明孝 平30. 2. 1小   アレ 他  診療所
     ク 大津市大将軍三丁目２４番７号 常　勤:    1ォード　理事長　山上 新規 他＝小児血液科現存
     (医       1)　和良 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,0746,5 川会内科医院 〒520-2153 077-545-6789医療法人　湊心会　理川會　弘美 平30. 1. 1内   消   診療所
     大津市一里山二丁目２２番３号 常　勤:    1事長　川會　順 開設者変 消化器内科 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,0747,3 ひの眼科クリニック 〒520-0242 077-511-9555樋野　泰一 樋野　泰一 平30. 5. 1眼   診療所
     大津市本堅田５－９－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001,0748,1 大津ファミリークリニ〒520-0033 077-526-8239中山　明子 中山　明子 平30. 4. 1内   小   診療所
     ック 大津市大門通１１－１１洛和大津常　勤:    1 開設者変 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,0749,9 いしやまクリニック 〒520-0832 077-537-2558鈴木　朋久 鈴木　朋久 平30. 4. 1心内 精   診療所
     大津市粟津町３番２号ＪＲ石山駅常　勤:    1 開設者変 現存
     ＮＫビル４０２号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,0750,7 かわむら整形外科・内〒520-2145 077-572-8650川村　恭司 川村　恭司 平30. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     科クリニック 大津市大将軍一丁目１７番７号 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平30. 5. 1内科（循）
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,0751,5 あさいこどもクリニッ〒520-2141 077-572-5800浅井　大介 浅井　大介 平30. 5. 1小   診療所
     ク 大津市大江７丁目６番４６号 新規 現存
     平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402,0001,3 滋賀県彦根保健所 〒522-0039 0749-22-1770滋賀県　滋賀県知事　勝山　和明 昭32. 7. 1内   診療所
     彦根市和田町４１番地 常　勤:    1三日月　大造 更新 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,0058,3 高崎医院 〒522-0213 0749-28-0210高崎　正樹 高崎　正樹 昭33.12. 1内   小   婦  診療所
     彦根市西葛籠町１６４番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,0110,2 白石外科 〒521-1123 0749-43-5651白石　制 白石　制 昭51.12. 1外   胃   内  診療所
     彦根市肥田町９１５番地３３ 常　勤:    2 更新 整外 こう 現存
     (医       2) 平27.12. 1
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  26702,0130,0 きたむら内科医院 〒522-0052 0749-22-9617北村　有三 北村　有三 昭59. 9.17内   小   診療所
     彦根市長曽根南町４４８番地２５常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,0131,8 宮下内科 〒522-0087 0749-22-0383宮下　ひろ子 宮下　ひろ子 昭59.12.18内   胃   診療所
     彦根市芹橋二丁目９番５６号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902,0139,1 医療法人厚生会　城東〒522-0075 0749-23-4097医療法人　厚生会　理長松　俊次 昭63.11. 1眼   診療所
     眼科 彦根市佐和町１１番３０号　アイ常　勤:    1事長　福田　守男 更新 現存
     シービル２階 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,0145,8 土屋医院 〒522-0081 0749-22-2448土屋　展章 土屋　展章 平元. 7.15皮   診療所
     彦根市京町二丁目７番３５号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102,0151,6 ふじせき医院 〒522-0201 0749-23-2233藤關　義樹 藤關　義樹 平 3.12. 2小   診療所
     彦根市高宮町２０３７番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平27.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202,0154,0 塚本医院 〒522-0086 0749-27-0101塚本　武司 塚本　武司 平 4. 5.18内   消   診療所
     彦根市後三条町３６１番地８ 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302,0155,7 医療法人坂田整形外科〒529-1156 0749-28-3737医療法人坂田整形外科坂田　勝朗 平 4. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     彦根市清崎町２８８番地３７ 常　勤:    1　理事長　坂田　勝朗 更新 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,0158,1 高原アイクリニック 〒522-0052 0749-27-1956高原　嘉一 高原　嘉一 平 4.11. 1眼   診療所
     彦根市長曽根南町４４３番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,0160,7 馬場医院 〒522-0201 0749-28-3360馬場　裕司 馬場　裕司 平 6. 4.22内   消   外  診療所
     彦根市高宮町３０２０番地 常　勤:    1 更新 消＝消化器内科現存
     (医       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602,0162,3 医療法人社団安澤内科〒522-0201 0749-22-0954医療法人社団　安澤内永濵　隆 平 6. 9. 1内   胃   小  診療所
     診療所 彦根市高宮町２２９０番地 常　勤:    2科診療所　理事長　永 更新 外   現存
     (医       2)濱　隆 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27702,0163,1 江竜皮ふ科 〒522-0086 0749-23-7815医療法人　江竜皮ふ科江竜　喜史 平 6. 9. 1皮   診療所
     彦根市後三条町５９３番地９ 常　勤:    1　理事長　江竜　喜史 更新 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802,0164,9 医療法人　橘地医院 〒522-0066 0749-23-2057医療法人　橘地医院　橘地　信雄 平 7. 4. 1内   整外 診療所
     彦根市栄町二丁目６番４７号 常　勤:    1理事長　橘地　信雄 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902,0165,6 医療法人友仁会　山崎〒522-0083 0749-22-1888医療法人　友仁会　理松村　幸次郎 平 7. 4. 1外   整外 内  診療所
     外科 彦根市河原三丁目１番２０号 常　勤:    1事長　矩　照幸 開設者変 消   こう リハ現存
     (医       1) 平28. 4. 1放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002,0166,4 伊藤整形外科 〒522-0054 0749-23-7787医療法人社団　伊藤整伊藤　鎮雄 平 7. 5. 1内   整外 リウ診療所
     彦根市西今町１０４１番地１８ 常　勤:    2形外科　理事長　伊藤 開設者変 リハ 現存
     (医       2)　鎮雄 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102,0169,8 医療法人社団　松本医〒522-0047 0749-28-0633医療法人社団　松本医豊田　博美 平 8. 5. 1眼   内   小  診療所
     院 彦根市日夏町３６６２番地 常　勤:    1院　理事長　豊田　博 開設者変 　 現存
     (医       1)美 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202,0170,6 小森医院 〒522-0073 0749-22-2714医療法人社団　小森医小森　明彦 平 8. 7. 1内   胃   小  診療所
     彦根市旭町２番１８号 常　勤:    2院　理事長　小森　明 開設者変 現存
     (医       2)彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302,0171,4 医療法人社団くるみ会〒521-1114 0749-43-6600医療法人社団　くるみ田口　久夫 平 8. 7. 1内   小   診療所
     　田口診療所 彦根市彦富町９０５番地３ 常　勤:    1会　理事長　田口　久 開設者変 現存
     (医       1)夫 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402,0172,2 医療法人友仁会　友仁〒522-0044 0749-23-1800医療法人　友仁会　理高橋　雅士 平 9. 1. 1一般       100病院
     山崎病院 彦根市竹ケ鼻町８０番地 常　勤:   10事長　矩　照幸 開設者変 療養        57療養病床
     (医      10) 平30. 1. 1内   外   他  現存
     非常勤:   54 整外 放   リハ
     (医      54) 脳外 ひ   皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502,0179,7 ひまわり診療所 〒522-0041 0749-27-2473岡田　護 岡田　護 平10. 8.24内   循   診療所
     彦根市平田町２３０番地１０ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28602,0182,1 医療法人　中西医院 〒522-0087 0749-22-1152医療法人　中西医院　中西　正喜 平10.11. 1内   小   消  診療所
     彦根市芹橋二丁目９番１４号 常　勤:    1理事長　中西　正喜 開設者変 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702,0185,4 医療法人　青葉会　神〒522-0063 0749-22-6216医療法人　青葉会　理神野　佳樹 平11. 4. 1一般 診療所
     野レディスクリニック彦根市中央町３番７３号 常　勤:    1事長　神野　佳樹 開設者変     一般    19現存
     (医       1) 平29. 4. 1産   婦   麻  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802,0187,0 医療法人蒼明会　橋添〒522-0054 0749-21-2602医療法人蒼明会　理事橋添　元胤 平11.10. 1眼   診療所
     眼科 彦根市西今町５８番地６　北栄ビ常　勤:    1長　橋添　元胤 開設者変 現存
     ル１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28902,0189,6 医療法人優心会　中橋〒522-0201 0749-26-5088医療法人優心会　中橋中橋　謙次 平11.11. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 彦根市高宮町１７９３番地の３ 常　勤:    1整形外科クリニック　 開設者変 現存
     (医       1)理事長　中橋　謙次 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002,0192,0 医療法人　ひろた皮ふ〒522-0054 0749-21-1112医療法人　ひろた皮ふ廣田　雄介 平12. 4. 1皮   診療所
     科医院 彦根市西今町１４２番地１５ 常　勤:    1科医院　理事長　廣田 開設者変 現存
     (医       1)　雄介 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102,0195,3 医療法人　おくの内科〒522-0064 0749-21-3355医療法人　おくの内科奥野　資夫 平12. 6. 1内   消   診療所
     彦根市本町一丁目４番２８号 常　勤:    1　理事長　奥野　資夫 開設者変 消＝消化器内科現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202,0196,1 医療法人遙山会　南彦〒522-0054 0749-24-7808医療法人　遙山会　理上ノ山　一寛 平12.11. 1精   神   心内診療所
     根クリニック 彦根市西今町１３８番地 常　勤:    2事長　上ノ山一寛 所在地変 内   現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302,0199,5 医療法人たかはし整形〒522-0052 0749-27-6296医療法人　たかはし整髙橋　直久 平13. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     外科 彦根市長曽根南町３９５番地７ 常　勤:    1形外科　理事長　髙橋 開設者変 現存
     (医       1)　直久 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29402,0200,1 足立レディースクリニ〒522-0075 0749-22-2155足立　憲彦 足立　憲彦 平13. 9. 1婦   産   診療所
     ック 彦根市佐和町５番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502,0201,9 医療法人　高山内科循〒522-0047 0749-28-7007医療法人　高山内科循高山　幸男 平13.10. 1内   循   呼  診療所
     環器科 彦根市日夏町２６８０番地３５ 常　勤:    1環器科　理事長　高山 開設者変 現存
     (医       1)　幸男 平25.10. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    33 頁

  29602,0203,5 徳田医院 〒521-1104 0749-43-7001医療法人　徳田医院　徳田　康孝 平14. 5. 1内   小   胃  診療所
     彦根市出路町２１８番地１ 常　勤:    1理事長　徳田　康孝 開設者変 放   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702,0204,3 彦根市立病院 〒522-8539 0749-22-6050彦根市　彦根市長　大金子　隆昭 平14. 7. 1一般       424病院
     (02,3204,6) 彦根市八坂町１８８２番地 常　勤:   76久保　貴 所在地変 結核        10現存
     (医      68) 平26. 7. 1一般（感染）
     (歯       8)              4
     非常勤:   97 内   他   呼内
     (医      93) 神内 心内 小  
     (歯       4) 外   呼外 整外
     産婦 ひ   脳外
     眼   耳い 皮  
     形外 麻   放  
     歯外 リハ 病理
     緩和ケア科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802,0205,0 せい医院 〒522-0081 0749-27-1521医療法人いいい会　池池田　誠 平14.11. 1耳い 診療所
     彦根市京町三丁目４番４８号 常　勤:    1田　誠 開設者変 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29902,0206,8 はやし婦人クリニック〒522-0044 0749-26-0528林　清士 林　清士 平15. 4.10婦   産   内  診療所
     彦根市竹ケ鼻町６５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002,0208,4 菅原メンタルクリニッ〒522-0074 0749-21-0840菅原　哲哉 菅原　哲哉 平16. 4. 1精   内   心内診療所
     ク 彦根市大東町９番１６号上野ビル常　勤:    1 新規 神   現存
     本館 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102,0209,2 岡田医院 〒522-0084 0749-22-1505三浦　裕司 三浦　裕司 平16. 4. 1内   小   循  診療所
     彦根市橋向町４４番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202,0211,8 小林医院 〒522-0081 0749-22-0247小林　進 小林　進 平16. 8. 5内   小   消  診療所
     彦根市京町二丁目７番３８号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30302,0212,6 かさい整形外科 〒522-0063 0749-21-2201葛西　千秋 葛西　千秋 平16.11. 1整外 リウ リハ診療所
     彦根市中央町３番５６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402,0216,7 高村外科 〒522-0063 0749-22-0650高村　利彦 高村　利彦 平17. 6.17整外 内   外  診療所
     彦根市中央町３番１０号 常　勤:    1 開設者変 皮   ひ   リハ現存
     (医       1) 平29. 6.17こう 
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  30502,0217,5 しらいし耳鼻咽喉科 〒521-1112 0749-43-6500白石　浩 白石　浩 平17.10.20耳い 診療所
     彦根市金沢町５８６番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602,0220,9 西川医院 〒522-0004 0749-22-3887西川　俊介 西川　俊介 平18. 7. 1内   診療所
     彦根市鳥居本町１７３２番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30702,0224,1 医療法人若樹会　橋本〒521-1143 0749-43-2207医療法人　若樹会　理橋本　進一 平19. 4. 1内   外   呼  診療所
     医院 彦根市上西川町３８４番地 常　勤:    2事長　橋本　進一 開設者変 循   アレ 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30802,0225,8 田中クリニック 〒522-0056 0749-27-1611医療法人　田中クリニ田中　俊郎 平19. 4. 1内   胃   こう診療所
     彦根市開出今町１５１６番地１８常　勤:    1ック　理事長　田中　 開設者変 外   リハ 現存
     (医       1)俊郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902,0226,6 松木診療所 〒522-0041 0749-22-5185松木　明 松木　明 平19. 4. 1内   小   リハ診療所
     彦根市平田町６７８番地１０ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31002,0227,4 しみずクリニック 〒522-0063 0749-21-3525医療法人　しみずクリ清水　尚一 平19. 4. 1内   消   診療所
     彦根市中央町３番５５号 常　勤:    1ニック　理事長　清水 開設者変 現存
     (医       1)　尚一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31102,0230,8 山下医院 〒522-0067 0749-24-5290山下　紘一 山下　紘一 平19. 6. 1内   小   婦  診療所
     彦根市長曽根町５番２５号１ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31202,0232,4 おおはし内科循環器科〒522-0086 0749-30-3800大橋　直弘 大橋　直弘 平19.10.19内   循   診療所
     クリニック 彦根市後三条町６４９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31302,0235,7 彦根中央病院 〒522-0054 0749-23-1211医療法人　恭昭会　理布目　雅稔 平20. 4. 1一般       190病院
     彦根市西今町４２１番地 常　勤:   14事長　吉田　恭一 開設者変 療養       156療養病床
     (医      14) 平26. 4. 1内   消   小  現存
     非常勤:   50 外   整外 脳外
     (医      50) 眼   耳い 放  
     婦   リハ こう
     麻   リウ 皮  
     形外 神内 ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    35 頁

  31402,0237,3 曽我医院 〒529-1156 0749-28-2925曽我　俊世 曽我　俊世 平20. 5. 1内   小   診療所
     彦根市清崎町８７８番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31502,0238,1 たなか小児科 〒522-0223 0749-28-8801田中　和彦 田中　和彦 平20. 7. 1小   診療所
     彦根市川瀬馬場町１０８２番地７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31602,0239,9 医療法人　青葉会　神〒522-0223 0749-25-5566医療法人　青葉会　理佐々木　義和 平20. 8. 1婦   産   診療所
     野レディスクリニック彦根市川瀬馬場町１０８２番地１非常勤:    2事長　神野　佳樹 新規 現存
     　ソフィア (医       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31702,0241,5 つじ泌尿器科クリニッ〒522-0054 0749-23-7714辻　裕 辻　裕 平20. 9. 3ひ   内   皮  診療所
     ク 彦根市西今町字赤池１１３１番地常　勤:    1 新規 現存
     ２３ (医       1) 平26. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31802,0242,3 医療法人青葉会　神野〒522-0057 0749-29-9025医療法人青葉会　理事中島　彰 平20.11. 1一般 診療所
     レディスクリニック　彦根市八坂町２８８８番地１ 常　勤:    1長　神野佳樹 新規     一般    19現存
     アリス (医       1) 平26.11. 1産   婦   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31902,0243,1 いけだ耳鼻咽喉科 〒522-0054 0749-27-3317池田　享史 池田　享史 平20.12. 1耳い アレ 診療所
     彦根市西今町９４８番５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32002,0244,9 目加田眼科 〒522-0086 0749-27-5151目加田　篤 目加田　篤 平21. 5. 8眼   診療所
     彦根市後三条町４９５番５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32102,0245,6 医療法人　辰巳医院 〒522-0038 0749-22-1180医療法人　辰巳医院　辰巳　裕之 平21. 4. 1内   小   診療所
     彦根市西沼波町２６９番地１８ 常　勤:    1理事長　辰巳　裕之 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32202,0246,4 医療法人恭昭会　彦根〒522-0054 0749-22-7005医療法人　恭昭会　理吉田　恭一 平21.10. 1外   内   脳外診療所
     中央リハビリテーショ彦根市西今町９２３番地１ 常　勤:    2事長　吉田　恭一 開設者変 リハ 現存
     ンクリニック (医       2) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32302,0247,2 ふせクリニック 〒522-0029 0749-46-3711医療法人　ふせクリニ布施　建治 平21.10. 1内   消   小  診療所
     彦根市地蔵町１９０番地８ 常　勤:    1ック　理事長　布施　 開設者変 現存
     (医       1)建治 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32402,0248,0 おがわ耳鼻咽喉科クリ〒522-0010 0749-22-8799小川　富美雄 小川　富美雄 平22. 9. 1耳い アレ 診療所
     ニック 彦根市駅東町１５－１近江鉄道ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32502,0250,6 すみよしクリニック 〒522-0043 0749-30-1835医療法人湖葉会　理事住吉　健一 平22.10. 1内   消   小  診療所
     彦根市小泉町１０６番地１　１０常　勤:    1長　住吉　健一 開設者変 現存
     ３号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32602,0251,4 医療法人　池田クリニ〒522-0074 0749-24-3555医療法人　池田クリニ髙瀬　仁志 平23. 2. 1内   精   神  診療所
     ック彦根 彦根市大東町９番１６号　上野ビ常　勤:    1ック　理事長　池田　 開設者変 現存
     ル本館２階 (医       1)悠子 平29. 2. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32702,0252,2 医療法人社団成仁会　〒529-1155 0749-28-1323医療法人社団　成仁会安食　了 平23. 4. 1内   小   外  診療所
     成美記念クリニック 彦根市賀田山町１４０５番地３ 常　勤:    1　理事長　安食　了 所在地変 循   呼   麻  現存
     (医       1) 平29. 4. 1消   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32802,0253,0 田宮こども診療所 〒522-0002 0749-22-2780田宮　寛 田宮　寛 平23. 9. 1小   診療所
     彦根市松原町３６１４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32902,0256,3 医療法人　源道会　杉〒522-0027 0749-30-0055医療法人　源道会　理杉本　春夫 平24. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     本整形外科 彦根市東沼波町１０１３番地１ 常　勤:    1事長　杉本　春夫 開設者変 内   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33002,0257,1 わかもり皮ふ科クリニ〒522-0002 0749-21-1212若森　健 若森　健 平24. 7. 1皮   診療所
     ック 彦根市松原町１８９２番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33102,0258,9 鄭　医院 〒522-0007 0749-20-1688鄭　漢彬 鄭　漢彬 平24. 8. 1ひ   他   診療所
     彦根市古沢町３５７番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33202,0259,7 なかつか内科医院 〒522-0223 0749-29-0981医療法人玄一会　理事中塚　貴之 平25. 4. 1内   循   呼  診療所
     彦根市川瀬馬場町１０８２番地５常　勤:    1長　中塚　貴之 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33302,0260,5 横野医院 〒522-0053 0749-24-1515横野　智信 横野　智信 平25.11. 1内   消   小  診療所
     彦根市大藪町２０３５番４ 常　勤:    2 新規 消化器内科 現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33402,0262,1 藤野こどもクリニック〒522-0042 0749-47-5311医療法人　藤野こども藤野　英俊 平26. 1. 1小   循   診療所
     彦根市戸賀町３６番６ 常　勤:    2クリニック　理事長　 開設者変 循環器内科 現存
     (医       2)藤野　英俊 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33502,0263,9 彦根休日急病診療所 〒522-0057 0749-22-1119彦根市　彦根市長　大上林　俊明 平26. 2. 1内   小   診療所
     彦根市八坂町１９００番地４くす常　勤:    1久保　貴 所在地変 現存
     のきセンター１階 (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:   43
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33602,0264,7 菜の花心療クリニック〒522-0074 0749-27-7087椋田　稔朗 椋田　稔朗 平26. 4. 1心内 精   他  診療所
     彦根市大東町２番２９目加田ビル常　勤:    1 新規 他＝糖尿病内科現存
     １階 (医       1) 平26. 4. 1、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33702,0265,4 石川耳鼻咽喉科 〒522-0051 0749-24-4187石川　保之 石川　保之 平26. 4. 1耳い 診療所
     彦根市中薮町７２７番地８ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33802,0267,0 わだ医院 〒521-1124 0749-47-6850和田　直人 和田　直人 平27. 1. 1内   循   他  診療所
     彦根市野良田町３３０－３１ 常　勤:    1 新規 循環器内科、他現存
     (医       1) 平27. 1. 1＝老年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33902,0268,8 医療法人　井関診療所〒522-0074 0749-26-0761医療法人　井関診療所岩崎　博之 平27. 3.23眼   診療所
     彦根市大東町１４番１５号　上野常　勤:    1　理事長　岩崎　博之 所在地変 現存
     第Ⅴビル２階 (医       1) 平27. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34002,0269,6 ひまわり眼科 〒522-0044 0749-26-7852橘　務 橘　務 平27. 4. 1眼   診療所
     彦根市竹ケ鼻町４３番地２ビバシ常　勤:    2 開設者変 現存
     ティ彦根専門店街２階 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34102,0270,4 堤医院 〒522-0023 0749-24-0533堤　正昭 堤　正昭 平27. 4. 1内   小   放  診療所
     彦根市原町８５０番地１７９ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
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  34202,0271,2 ひらたクリニック 〒522-0041 0749-21-4611医療法人社団　五心会稲富　五十雄 平27. 8. 1内   診療所
     彦根市平田町４４８－１ 常　勤:    1　理事長　鈴木　究 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34302,0272,0 ヒフ科クリニック山本〒522-0047 0749-25-4116山本　昌充 山本　昌充 平27.10. 1皮   診療所
     彦根市日夏町２８７８－１ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34402,0273,8 かみやキッズクリニッ〒522-0033 0749-23-2255神谷　博 神谷　博 平28. 4. 1小   診療所
     ク 彦根市芹川町字塚町４７２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34503,0001,1 滋賀県長浜保健所 〒526-0033 0749-65-6660滋賀県　滋賀県知事　山下　剛 昭32. 7. 1内   診療所
     長浜市平方町１１５２番地２ 常　勤:    1三日月　大造 更新 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34603,0010,2 長浜赤十字病院 〒526-0053 0749-63-2111日本赤十字社　社長　楠井　隆 昭32. 9. 1一般       430地域支援
     (03,3010,5) 長浜市宮前町１４番７号 常　勤:   82近衞　忠煇 更新 精神        70病院
     (医      80) 平29. 9. 1一般（感染） 現存
     (歯       2)              4
     非常勤:   45 内   神内 呼  
     (医      42) 消   循   小  
     (歯       3) 外   整外 形外
     脳外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   精   歯外
     呼外 こう 病理
     他   呼内 
     他＝内視鏡内科
     　内視鏡外科　
     血液内科　血管
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34703,0077,1 中西医院 〒526-0037 0749-63-1812中西　康雄 中西　康雄 昭61. 5.28内   小   診療所
     長浜市高田町５番３７号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34803,0086,2 医療法人厚生会　三愛〒526-0031 0749-65-1117医療法人　厚生会　理鈴木　拓也 昭63.11. 1眼   診療所
     眼科 長浜市八幡東町９番１号　 常　勤:    1事長　福田　守男 更新 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  34903,0087,0 筧医院 〒526-0832 0749-62-7330筧　紘一 筧　紘一 昭63.11. 2内   消   小  診療所
     長浜市大東町５６番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35003,0089,6 東野医院 〒526-0828 0749-65-3380東野　健 東野　健 平元. 8.18内   小   リハ診療所
     長浜市加田町１８３９番地 常　勤:    2 更新 胃   現存
     (医       2) 平28. 8.18　　　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35103,0092,0 医療法人橋場レディス〒526-0032 0749-63-5555医療法人橋場レディス橋場　研治 平 2. 1. 1一般 診療所
     クリニック 長浜市南高田町５番８号 常　勤:    2クリニック　理事長　 更新     一般    15現存
     (医       2)橋場　研治 平29. 1. 1産   婦   小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35203,0093,8 医療法人下坂クリニッ〒526-0044 0749-62-0080医療法人下坂クリニッ西村　正孝 平 2. 1. 1内   小   診療所
     ク 長浜市下坂中町１７７番地６ 常　勤:    3ク　理事長　西村　正 更新 　 現存
     (医       3)孝 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35303,0094,6 医療法人　北嶋医院 〒526-0015 0749-63-5901医療法人　北嶋医院　北嶋　正智 平 2.10. 1内   小   胃  診療所
     長浜市神照町８１３番地６ 常　勤:    1理事長　北嶋　正智 更新 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35403,0096,1 白川眼科クリニック 〒526-0831 0749-64-1007白川　弘泰 白川　弘泰 平 3.12. 1眼   診療所
     長浜市宮司町１１０５番地３ブラ常　勤:    1 更新 現存
     ムＡ１階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35503,0097,9 医療法人紫水会近藤ク〒526-0059 0749-64-2110医療法人紫水会　近藤近藤　邦彦 平 5. 6. 1内   循   消  診療所
     リニック 長浜市元浜町３０番２６号 常　勤:    1クリニック　理事長　 更新 リハ 現存
     (医       1)近藤　邦彦 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35603,0098,7 医療法人紫水会　垣見〒526-0831 0749-63-3521医療法人　紫水会　理近藤　依子 平 6.11. 1内   リハ 診療所
     医院 長浜市宮司町６４４番地 常　勤:    1事長　近藤　邦彦 更新 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35703,0101,9 医療法人社団　クリニ〒526-0021 0749-65-2125医療法人社団　クリニ村居　晴洋 平 7. 5. 1内   小   リハ診療所
     ック・ムライ 長浜市八幡中山町８０４番地４ 常　勤:    4ック・ムライ　理事長 開設者変 現存
     (医       4)　村居　晴洋 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35803,0106,8 医療法人社団　松原耳〒526-0036 0749-63-0872医療法人社団　松原耳松原　秀春 平 8.11. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 長浜市地福寺町１番１１号 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　松原　秀春 平29.11. 1
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  35903,0107,6 澤田耳鼻咽喉科 〒526-0061 0749-65-3387澤田　泉 澤田　泉 平 8.11. 1耳い 診療所
     長浜市祇園町１３０番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36003,0108,4 岩本整形外科 〒526-0043 0749-64-1866医療法人　岩本整形外岩本　貴志 平 8.12. 1整外 リハ 麻  診療所
     長浜市大戌亥町７３８番地４ 常　勤:    1科　理事長　岩本　貴 開設者変 リウ 他   現存
     (医       1)志 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36103,0110,0 佐藤クリニック 〒526-0033 0749-65-0100医療法人　佐藤クリニ佐藤　重恭 平10. 6. 1一般 診療所
     長浜市平方町１２４０番地 常　勤:    1ック　理事長　佐藤　 開設者変     一般    19現存
     (医       1)重恭 平28. 6. 1産婦 小   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36203,0111,8 岡崎医院 〒526-0802 0749-65-0019医療法人　岡崎医院　岡崎　聡 平10.11. 1内   小   診療所
     長浜市東上坂町１０１０番地１ 常　勤:    1理事長　岡崎　聡 開設者変 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36303,0113,4 アップルクリニック 〒526-0058 0749-68-0355速水　正博 速水　正博 平11. 9. 6心内 精   診療所
     長浜市南呉服町９番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36403,0115,9 医療法人メディカルア〒526-0054 0749-62-0875医療法人メディカルア澤田　賢三 平12. 5. 1内   小   診療所
     ート澤田医院 長浜市大宮町５番２４号 常　勤:    2ート　理事長　澤田　 開設者変 現存
     (医       2)賢三 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36503,0117,5 華房クリニック 〒526-0058 0749-62-1547華房　順子 華房　順子 平13. 1. 1内   小   診療所
     長浜市南呉服町１１番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36603,0118,3 かねい皮ふ科クリニッ〒526-0042 0749-63-8688医療法人　かねい皮ふ鐘居　昭弘 平13. 4. 1皮   診療所
     ク 長浜市勝町３７４番地 常　勤:    1科クリニック　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　鐘居　昭弘 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36703,0119,1 医療法人　つつみクリ〒526-0015 0749-63-0223医療法人　つつみクリ堤　学 平13.10. 1内   心内 小  診療所
     ニック 長浜市神照町４８０番地２ 常　勤:    2ニック　理事長　堤　 開設者変 精   現存
     (医       2)学 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36803,0121,7 くもん医院 〒526-0042 0749-68-1116公文　正仁 公文　正仁 平13.12.10呼   内   アレ診療所
     長浜市勝町２０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    41 頁

  36903,0122,5 布施クリニック 〒526-0062 0749-65-3811医療法人　布施クリニ布施　隆治 平14. 4. 1脳外 整外 内  診療所
     長浜市列見町４５番地４ 常　勤:    1ック　理事長　布施　 開設者変 リハ 現存
     (医       1)隆治 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37003,0128,2 森上内科循環器科クリ〒526-0817 0749-64-4846医療法人　森上内科循森上　直樹 平17. 4. 1内   他   診療所
     ニック 長浜市七条町１０２３番地１ 常　勤:    2環器科クリニック　理 開設者変 他＝循環器内科現存
     (医       2)事長　森上　直樹 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37103,0131,6 おしたにクリニック 〒526-0244 0749-74-2011医療法人　浩和会　理押谷　浩 平10. 5. 1内   小   リハ診療所
     長浜市内保町１０３３番地 常　勤:    1事長　押谷浩 開設者変 　 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37203,0133,2 嶋田ファミリークリニ〒526-0244 0749-74-8110嶋田　義孝 嶋田　義孝 平17. 4.15内   胃   呼  診療所
     ック 長浜市内保町７３７番地５ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37303,0134,0 医療法人　橋本医院 〒526-0111 0749-72-3668医療法人　橋本医院　橋本　登紀子 平 8.11. 1小   内   神内診療所
     長浜市川道町６１１番地 常　勤:    2理事長　橋本　修 開設者変 リハ 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37403,0136,5 医療法人　東川クリニ〒526-0135 0749-72-8633医療法人　東川クリニ東川　昌仁 平16.10. 1内   小   循  診療所
     ック 長浜市弓削町３４２番地 常　勤:    1ック　理事長　東川　 開設者変 呼   現存
     (医       1)昌仁 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37503,0137,3 市立長浜病院 〒526-0043 0749-68-2300長浜市　長浜市長　藤神田　雄史 平18. 2.13一般       496病院
     (03,3137,6) 長浜市大戌亥町３１３番地 常　勤:   76井　勇治 開設者変 療養       104療養病床
     (医      72) 平30. 2.13内   形外 心外現存
     (歯       4) 麻   皮   眼  
     非常勤:   72 神内 脳外 リハ
     (医      71) 小   整外 外  
     (歯       1) ひ   耳い 放  
     産婦 歯   歯外
     呼内 循   消  
     呼外 病理 
     循環器内科、消
     化器内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37603,0138,1 浅井診療所 〒526-0215 0749-74-1209長浜市　長浜市長　藤手操　忠善 平18. 2.13内   小   診療所
     長浜市当目町８４番地７ 常　勤:    1井　勇治 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 2.13
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  37703,0140,7 医療法人　おくだ医院〒526-0033 0749-65-5775医療法人　おくだ医院奥田　哲也 平18. 4. 1内   診療所
     長浜市平方町１１８５番地９ 常　勤:    2　理事長　奥田　哲也 開設者変 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37803,0143,1 医療法人順清会　小林〒526-0001 0749-65-6060医療法人　順清会　理小林　清亮 平19. 4. 1内   循   小  診療所
     クリニック 長浜市国友町３３１番地 常　勤:    2事長　小林　清亮 開設者変 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37903,0144,9 おくのこどもクリニッ〒526-0032 0749-62-2773医療法人　おくのこど奥野　昌彦 平19. 4. 1小   診療所
     ク 長浜市南高田町１９５番地 常　勤:    1もクリニック　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　奥野　昌彦 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38003,0145,6 のざと内科 〒526-0033 0749-62-5550野里　佳孝 野里　佳孝 平19.10. 1内   診療所
     長浜市平方町３６８番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38103,0146,4 佐野クリニック 〒526-0017 0749-65-5800佐野　嘉郎 佐野　嘉郎 平19.10. 1内   リハ 診療所
     長浜市相撲町１４７５番地１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38203,0147,2 医療法人愛帆会　よし〒526-0847 0749-65-2490医療法人　愛帆会　理吉田　芳信 平20. 4. 1形外 整外 皮  診療所
     だクリニック 長浜市山階町４５５番地３ 常　勤:    1事長　吉田　芳信 開設者変 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38303,0150,6 出口皮フ科 〒526-0845 0749-64-4187出口　英樹 出口　英樹 平20.10. 1皮   診療所
     長浜市小堀町８０番地１ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38403,0151,4 尾崎眼科 〒526-0034 0749-53-1256尾崎　志郎 尾崎　志郎 平21. 5.25眼   診療所
     長浜市弥高町１７５番１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38503,0152,2 太田医院 〒529-0113 0749-73-2032太田　賢 太田　賢 平 4. 4. 1内   消   診療所
     長浜市大井町１８５番地 常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38603,0153,0 医療法人社団　江村医〒529-0354 0749-79-0007医療法人社団　江村医江村　芳文 平 8.11. 1内   小   診療所
     院 長浜市湖北町山本１１７８番地 常　勤:    1院　理事長　江村　芳 開設者変 現存
     (医       1)文 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38703,0154,8 湖北グリーブクリニッ〒529-0102 0749-73-3917社会福祉法人滋賀県障植松　潤治 平 9. 4. 1内   小   リハ診療所
     ク 長浜市月ケ瀬町５２５番地 常　勤:    1害児協会　理事長　乗 新規 現存
     (医       1)光　秀明 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38803,0155,5 安達クリニック 〒529-0341 0749-78-0005医療法人　安達会　理安達　貴子 平11.11.15内   小   診療所
     長浜市湖北町速水２４１番地１ 常　勤:    1事長　安達　貴子 新規 現存
     (医       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38903,0156,3 医療法人みやこ　みや〒529-0341 0749-78-1884医療法人　みやこ　理佐武　晃幸 平14. 8. 1外   整外 形外診療所
     こクリニック 長浜市湖北町速水２７７８番地 常　勤:    1事長　佐武　晃幸 開設者変 内   リハ 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39003,0157,1 医療法人　さざなみ整〒529-0112 0749-73-8111医療法人　さざなみ整牛山　敏夫 平18. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 長浜市宮部町３０２９番地１ 常　勤:    1形外科　理事長　牛山 開設者変 現存
     (医       1)　敏夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39103,0158,9 源内クリニック 〒529-0354 0749-79-8014医療法人社団　源内ク七里　源正 平19. 7. 1内   循   呼  診療所
     長浜市湖北町山本４４３６番地 常　勤:    1リニック　理事長　七 開設者変 小   現存
     (医       1)里　源正 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39203,0159,7 虎姫診療所 〒529-0142 0749-73-2062 田　光前 田　光前 平21. 8. 1内   小   診療所
     長浜市田町６１番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39303,0161,3 医療法人　安井医院 〒529-0241 0749-85-3110医療法人　安井医院　安井　一清 平 2.10. 1内   小   呼  診療所
     長浜市高月町高月２０１番地 常　勤:    1理事長　安井　一清 更新 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39403,0162,1 岩根医院 〒529-0425 0749-82-2045岩根　学 岩根　学 平 3. 4. 1内   小   診療所
     長浜市木之本町木之本１１１２番常　勤:    1 更新 現存
     地 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39503,0163,9 医療法人社団　雨森医〒529-0222 0749-85-3106医療法人社団　雨森医雨森　正洋 平 4. 5. 1内   小   診療所
     院 長浜市高月町雨森３７２番地 常　勤:    2院　理事長　雨森　正 更新 　 現存
     (医       2)洋 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39603,0164,7 医療法人社団　布施内〒529-0241 0749-85-5600医療法人社団　布施内布施　好信 平 4.12. 1内   胃   循  診療所
     科医院 長浜市高月町高月５９３番地４ 常　勤:    1科医院　理事長　布施 更新 小   リハ 現存
     (医       1)　好信 平28.12. 1　
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  39703,0165,4 上松医院 〒529-0203 0749-85-3189上松　貞彦 上松　貞彦 平 5. 2.13内   小   診療所
     長浜市高月町磯野５３７番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39803,0167,0 前川医院 〒529-0425 0749-82-2038前川　憲昭 前川　憲昭 平15.12.12外   内   皮  診療所
     長浜市木之本町木之本１３２４番常　勤:    1 交代 現存
     地 (医       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39903,0168,8 長浜市立湖北病院 〒529-0426 0749-82-3315長浜市　市長　藤井　田中　新司 平22. 1. 1一般        96病院
     (03,3168,1) 長浜市木之本町黒田１２２１番地常　勤:   15勇治 開設者変 療養        57現存
     (医      14) 平28. 1. 1内   精   神内
     (歯       1) 呼   消   循  
     非常勤:   41 小   外   整外
     (医      38) 皮   ひ   婦  
     (歯       3) 眼   耳い リハ
     放   麻   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40003,0169,6 長浜市立湖北病院金居〒529-0401 0749-82-3315長浜市　市長　藤井　増田　翔吾 平22. 1. 1内   診療所
     原診療所 長浜市木之本町金居原１２３４番常　勤:    3勇治 開設者変 現存
     地 (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40103,0170,4 長浜市立湖北病院中河〒529-0531 0749-82-3315長浜市　市長　藤井　 本　健児 平22. 1. 1内   診療所
     内診療所 長浜市余呉町中河内８６番地１ 常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40203,0171,2 長浜市立湖北病院杉野〒529-0402 0749-82-3315長浜市　市長　藤井　増田　翔吾 平22. 1. 1内   診療所
     診療所 長浜市木之本町杉野２８１０番地常　勤:    3勇治 開設者変 現存
     ３ (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40303,0172,0 中之郷診療所 〒529-0515 0749-86-8105長浜市　市長　藤井　琴浦　良彦 平22. 1. 1内   小   診療所
     長浜市余呉町中之郷２４３４番地常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40403,0173,8 中之郷診療所上丹生出〒529-0512 0749-86-8105長浜市　市長　藤井　琴浦　良彦 平22. 1. 1内   小   診療所
     張診療所 長浜市余呉町上丹生２４８３番地常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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  40503,0174,6 中之郷診療所今市出張〒529-0535 0749-86-8105長浜市　市長　藤井　琴浦　良彦 平22. 1. 1内   小   診療所
     診療所 長浜市余呉町今市５４６番地２ 常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40603,0175,3 塩津診療所 〒529-0701 0749-88-0341長浜市　市長　藤井　木村　佳弘 平22. 1. 1内   小   外  診療所
     長浜市西浅井町塩津浜１４５８番常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     地 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40703,0176,1 永原診療所 〒529-0721 0749-89-0012長浜市　市長　藤井　上田　祐樹 平22. 1. 1内   小   外  診療所
     長浜市西浅井町大浦２２８２番地常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40803,0177,9 永原診療所菅浦出張診〒529-0726 0749-89-0012長浜市　市長　藤井　上田　祐樹 平22. 1. 1内   小   外  診療所
     療所 長浜市西浅井町菅浦２１８番地 常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40903,0181,1 長浜米原休日急患診療〒526-0831 0749-65-1525長浜市　市長　藤井　手操　忠善 平24. 4. 1内   小   診療所
     所 長浜市宮司町１１８１番地２ 常　勤:    1勇治 所在地変 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   68
     (医      68)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41003,0182,9 医療法人幸心会　たき〒529-0425 0749-82-6800医療法人幸心会　理事瀧畑　幸功 平24. 4. 1眼   診療所
     はた眼科 長浜市木之本町木之本２０１２番常　勤:    1長　瀧畑　幸功 開設者変 現存
     地 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41103,0183,7 セフィロト病院 〒526-0045 0749-62-1652社会福祉法人青祥会　松岡　俊樹 平24. 4. 1精神       179病院
     長浜市寺田町２５７番地 常　勤:    6理事長　畑下　嘉之 開設者変 精   他   内  現存
     (医       6) 平30. 4. 1他＝老年精神科
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41203,0184,5 よねざわ皮膚科クリニ〒526-0021 0749-53-2980米澤　理雄 米澤　理雄 平24. 6. 1皮   診療所
     ック 長浜市八幡中山町３１８番３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41303,0185,2 医療法人弘鳳会　おぐ〒526-0847 0749-65-2377医療法人弘鳳会　理事小栗　章弘 平25. 3. 7眼   アレ 診療所
     りクリニック 長浜市山階町４５１番地 常　勤:    1長　小栗　章弘 所在地変 現存
     (医       1) 平25. 3. 7
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41403,0186,0 医療法人柊英会　佐々〒526-0845 0749-53-1701医療法人　柊英会　理佐々木　慶英 平25.10. 1内   放   診療所
     木クリニック 長浜市小堀町８０番地１ 常　勤:    1事長　佐々木　慶英 開設者変 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41503,0188,6 西川医院 〒526-0059 0749-62-4412西川　貴士 西川　貴士 平26. 4.11内   胃   診療所
     長浜市元浜町２８番３１号 常　勤:    1 開設者変 胃腸内科 現存
     (医       1) 平26. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41603,0189,4 イワセ整形外科 〒526-0034 0749-65-2211岩瀬　丈明 岩瀬　丈明 平26. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     長浜市弥高町２２６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41703,0190,2 浅井東診療所 〒526-0203 0749-76-8111長浜市長　藤井　勇治松井　善典 平26.10. 1内   小   皮  診療所
     長浜市野瀬町８２８番地 常　勤:    4 開設者変 現存
     (医       4) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41803,0191,0 堤整形外科 〒526-0021 0749-62-1414医療法人　堤整形外科堤　聖吾 平27. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     長浜市八幡中山町３９３番１ 常　勤:    1　理事長　堤　聖吾 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41903,0193,6 荻野医院 〒529-0425 0749-82-5177医療法人　荻野医院　荻野　賢二 平27. 5. 1内   呼   消  診療所
     長浜市木之本町木之本２０１２番常　勤:    1理事長　荻野　賢二 開設者変 現存
     地 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42003,0195,1 医療法人千手会中川医〒526-0103 0749-72-8077医療法人千手会　理事中川　雅博 平28. 5. 1循   内   小  診療所
     院 長浜市曽根町１２２５番地 常　勤:    1長　中川　雅博 開設者変 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42103,0197,7 医療法人　まちのほけ〒526-0033 0749-68-3213医療法人　まちのほけ中川　真哉 平29.10. 1小   アレ 診療所
     んしつ　すこやかｋｉ長浜市平方町３２１番地３ 常　勤:    1んしつ　理事長　中川 開設者変 現存
     ｄｓクリニック (医       1)　真哉 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42203,0198,5 つかクリニック 〒526-0034 0749-53-3410塚　晴俊 塚　晴俊 平30. 4. 1ひ   内   診療所
     長浜市弥高町５６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42303,0199,3 医療法人みふみ会　長〒526-0058 0749-63-5500医療法人みふみ会　理梅基　光良 平30. 3. 1眼   診療所
     浜駅前眼科 長浜市南呉服町１０番２２号 常　勤:    1事長　梅基　光良 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
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  42403,0200,9 風の街こどもクリニッ〒526-0021 0749-68-2100医療法人豊山会　理事山根　達也 平30. 4. 1小   診療所
     ク 長浜市八幡中山町３６１番地 常　勤:    1長　山根　達也 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42503,0201,7 びわこ学園　長浜診療〒526-0845 0749-53-2771社会福祉法人　びわこ山﨑　正策 平30. 4. 1小   内   診療所
     所 長浜市小堀町１２２番１ 常　勤:    1学園　理事長　山﨑　 所在地変 現存
     (医       1)正策 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42604,0006,8 ヴォーリズ記念病院 〒523-0806 0748-32-5211公益財団法人　近江兄三ツ浪　健一 昭32. 9. 1一般        66病院
     近江八幡市北ノ庄町４９２番地 常　勤:    7弟社　理事長　三ッ浪 更新 療養       102療養病床
     (医       7)　健一 平29. 9. 1内   消   循  現存
     非常勤:   34 外   呼   呼外
     (医      34) 整外 こう 麻  
     リハ 神内 脳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42704,0007,6 公益財団法人青樹会　〒523-0891 0748-33-7101公益財団法人　青樹会由利　和雄 昭32. 9. 1精神       350病院
     滋賀八幡病院 近江八幡市鷹飼町７４４番地 常　勤:    9　理事長　大島　正義 更新 精   神   循  現存
     (医       9) 平29. 9. 1心内 内   消  
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42804,0047,2 中村医院 〒523-0043 0748-33-8480中村　繁夫 中村　繁夫 昭49. 8. 1整外 内   放  診療所
     近江八幡市池田本町９２７番地４常　勤:    3 更新 外   現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42904,0049,8 浅野医院 〒523-0016 0748-37-0246浅野　定弘 浅野　定弘 昭51.10.25内   胃   放  診療所
     近江八幡市千僧供町２６５番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平24.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43004,0059,7 林内科医院 〒523-0056 0748-33-8500林　芳孝 林　芳孝 昭57. 3. 1内   診療所
     近江八幡市古川町５０３番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43104,0064,7 小西医院 〒523-0891 0748-33-3322小西　眞 小西　眞 昭59.10.23胃   内   小  診療所
     近江八幡市鷹飼町１５１３番地 常　勤:    2 更新 放   外   現存
     (医       2) 平29.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43204,0070,4 山本医院 〒523-0871 0748-32-3311山本　克與 山本　克與 昭63. 7.28内   小   消  診療所
     近江八幡市新町３番６号 常　勤:    1 更新 循   現存
     (医       1) 平24. 7.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43304,0071,2 医療法人社団　折田医〒523-0893 0748-33-3200医療法人社団　折田医折田　雄一 昭63.12. 1内   小   呼  診療所
     院 近江八幡市桜宮町１２１番地１ 常　勤:    1院　理事長　折田　雄 更新 循   放   麻  現存
     (医       1)一 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43404,0073,8 水原眼科 〒523-0893 0748-36-7585水原　誠一 水原　誠一 平元. 5. 6眼   診療所
     近江八幡市桜宮町２９９番地３ 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 5. 6
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43504,0075,3 医療法人社団　久我内〒523-0891 0748-33-2680医療法人社団　久我内久我　正文 平元. 9. 1内   循   小  診療所
     科医院 近江八幡市鷹飼町５４５番地４ 常　勤:    1科医院　理事長　久我 更新 現存
     (医       1)　正文 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43604,0077,9 たに整形外科 〒523-0894 0748-33-1610医療法人社団　顕仁会谷　仁孝 平 2. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     近江八幡市中村町６５４番地 常　勤:    1　理事長　谷　仁孝 更新 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43704,0079,5 太田産婦人科医院 〒523-0898 0748-38-0341太田　道隆 太田　道隆 平 3. 8. 1産   婦   内  診療所
     近江八幡市鷹飼町南三丁目３番５常　勤:    1 更新 現存
     号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43804,0082,9 医療法人社団　まつだ〒523-0893 0748-33-2703医療法人社団　まつだ松田　孝一 平 4. 6. 1外   整外 内  診療所
     クリニック 近江八幡市桜宮町２１１番地３ 常　勤:    2クリニック　理事長　 更新 胃   こう 皮  現存
     (医       2)松田　孝一 平28. 6. 1麻   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43904,0083,7 鶴崎産婦人科医院 〒523-0892 0748-36-7501医療法人　鶴﨑産婦人鶴﨑　俊秀 平 5. 4. 1一般 診療所
     近江八幡市出町３１５番地 常　勤:    1科医院　理事長　鶴﨑 更新     一般    16現存
     (医       1)　俊秀 平29. 4. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44004,0084,5 宮下医院 〒523-0813 0748-37-5114医療法人社団　淡湖史宮下　史郎 平 5. 6. 1外   内   こう診療所
     近江八幡市西本郷町８１番地１ 常　勤:    1会　理事長　宮下　史 更新 胃   リハ 麻  現存
     (医       1)郎 平29. 6. 1整外 
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    49 頁

  44104,0088,6 田原整形外科 〒523-0032 0748-33-1780田原　武雄 田原　武雄 平 6. 5. 9リハ 整外 リウ診療所
     近江八幡市白鳥町４８番地２ 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44204,0094,4 イチロー内科クリニッ〒523-0898 0748-37-8500医療法人　清心会　理中江　一郎 平 8. 4. 1内   呼内 他  診療所
     ク 近江八幡市鷹飼町南三丁目１番１常　勤:    1事長　中江　一郎 開設者変 他＝循環器内科現存
     ６号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44304,0097,7 医療法人　宮腰内科医〒523-0032 0748-32-0028医療法人　宮腰内科医宮腰　正信 平 9. 5. 1内   消   診療所
     院 近江八幡市白鳥町２６番地１ 常　勤:    2院　理事長　宮腰　正 開設者変 現存
     (医       2)信 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44404,0102,5 医療法人社団　こだま〒523-0891 0748-33-8777医療法人社団こだま耳児玉　章 平12.10. 2耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 近江八幡市鷹飼町１５２９番地１常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　児玉　章 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44504,0105,8 松澤医院 〒523-0082 0748-32-4508松澤　正典 松澤　正典 平14. 4.26内   消   アレ診療所
     近江八幡市土田町南田２６８番地常　勤:    1 所在地変 循   小   現存
     ３ (医       1) 平26. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44604,0107,4 福田眼科 〒523-0891 0748-31-2539医療法人　厚生会　理橋本　秀人 平14. 5. 1眼   診療所
     近江八幡市鷹飼町５２７番地１ジ常　勤:    1事長　福田　守男 所在地変 現存
     ョイフルコート大塚１階 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44704,0110,8 伊良子医院 〒523-0063 0748-36-8012山雄　久美 山雄　久美 平15. 4. 4内   小   循  診療所
     近江八幡市十王町１２３番地 常　勤:    1 所在地変 アレ 現存
     (医       1) 平27. 4. 4
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44804,0112,4 石塚医院 〒523-0828 0748-31-3618石塚　義之 石塚　義之 平15. 6. 9内   小   消  診療所
     近江八幡市宮内町１８８番地６号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44904,0113,2 医療法人社団　おかも〒523-0856 0748-31-2525医療法人社団　おかも岡本　庄之助 平16. 6. 1眼   診療所
     と眼科 近江八幡市音羽町２４番地 常　勤:    1と眼科　理事長　岡本 開設者変 現存
     (医       1)　庄之助 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  45004,0115,7 医療法人社団　松原皮〒523-0893 0748-33-1873医療法人社団　松原皮松原　基夫 平17. 5. 1皮   診療所
     膚科医院 近江八幡市桜宮町３０４番地 常　勤:    1膚科医院　理事長　松 所在地変 現存
     (医       1)原　基夫 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45104,0116,5 にしはら耳鼻咽喉科 〒523-0898 0748-37-8714医療法人社団医善会　韓　相善 平17.11. 1耳い 気食 アレ診療所
     近江八幡市鷹飼町南三丁目５番８常　勤:    1理事長　韓　相善 開設者変 現存
     号ＯＨプラザ１番館１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45204,0118,1 関川医院 〒523-0891 0748-37-6191関川　利幸 関川　利幸 平18. 5. 8内   呼   診療所
     近江八幡市鷹飼町南三丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45304,0119,9 医療法人社団　柴田医〒523-0896 0748-31-3637医療法人社団　柴田医柴田　辰己 平18. 5. 1消   内   診療所
     院 近江八幡市鷹飼町北一丁目８番地常　勤:    1院　理事長　柴田　辰 開設者変 現存
     ６ (医       1)己 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45404,0122,3 若林クリニック 〒523-0886 0748-31-3601医療法人　若林クリニ若林　賢彦 平19.10. 1内   ひ   診療所
     近江八幡市西末町１８番地１ 常　勤:    1ック　理事長　若林　 開設者変 現存
     (医       1)賢彦 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45504,0123,1 たかだ内科医院 〒523-0033 0748-33-1203医療法人　たかだ内科高田　治 平19.10. 1内   胃   循  診療所
     近江八幡市日吉野町６７５番地 常　勤:    1医院　理事長　高田　 開設者変 アレ 現存
     (医       1)治 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45604,0125,6 うえだウィメンズクリ〒523-0031 0748-32-3517上田　博久 上田　博久 平21. 5. 1一般 診療所
     ニック 近江八幡市堀上町１９３番１ 常　勤:    1 新規     一般    16現存
     (医       1) 平27. 5. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45704,0130,6 医療法人広田整形外科〒521-1311 0748-46-2162医療法人　広田整形外廣田　茂永 平13.11. 1整外 リハ リウ診療所
     近江八幡市安土町下豊浦５２４７常　勤:    1科　理事長　廣田　茂 開設者変 現存
     番地 (医       1)永 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45804,0131,4 医療法人　水原医院 〒521-1343 0748-46-6611医療法人　水原医院　水原　寿夫 平15. 5. 1内   循   小  診療所
     近江八幡市安土町小中２１８番地常　勤:    1理事長　水原　寿夫 開設者変 外   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45904,0132,2 近江八幡市立総合医療〒523-0082 0748-33-3151近江八幡市　近江八幡宮下　浩明 平22. 3.21一般       403地域支援
     センター 近江八幡市土田町１３７９番地 常　勤:  115市長　小西　理 開設者変 一般（感染） 病院
     (医     115) 平28. 3.21             4現存
     非常勤:   69 内   循   消  
     (医      69) 神内 外   心外
     小外 整外 脳外
     小   皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     病理 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46004,0133,0 近江八幡市立沖島診療〒523-0801 0748-33-9779近江八幡市　近江八幡水原　寿夫 平22. 3.21内   小   診療所
     所 近江八幡市沖島町２６８番地１ 常　勤:    5市長　小西　理 開設者変 現存
     (医       5) 平28. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46104,0134,8 ともこどもクリニック〒523-0891 0748-33-5565医療法人ともこどもク太田　智和 平22. 8. 1小   アレ 内  診療所
     近江八幡市鷹飼町４５０番地６ 常　勤:    1リニック　理事長　太 所在地変 現存
     (医       1)田　智和 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46204,0136,3 医療法人社団堀江医院〒523-0058 0748-34-8131医療法人社団　堀江医堀江　元 平24. 1. 1内   小   リハ診療所
     近江八幡市加茂町３６６０番５ 常　勤:    3院　理事長　堀江　元 所在地変 放   循   アレ現存
     (医       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46304,0139,7 医療法人正志会正志会〒523-0808 0748-31-0107医療法人正志会　理事樋口　恒司 平24.12. 1ひ   内   他  診療所
     ちとせ長命診療所 近江八幡市長命寺町字東出３７番常　勤:    3長　東　勇志 新規 小   小外 現存
     １ (医       3) 平24.12. 1他＝透析泌尿器
     非常勤:    3 科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46404,0140,5 医療法人　竹園医院 〒521-1351 0748-46-2450医療法人　竹園医院　竹園　康秀 平25. 7. 1消   内   小  診療所
     近江八幡市安土町常楽寺５９０番常　勤:    2理事長　竹園　康秀 所在地変 外   現存
     地 (医       2) 平25. 7. 1消＝消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46504,0142,1 医療法人　育誠会　西〒523-0892 0748-33-7601医療法人　育誠会　理西川　達朗 平25.10. 1小   アレ 診療所
     川小児科医院 近江八幡市出町３０９番地 常　勤:    1事長　西川　達朗 開設者変 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46604,0143,9 杉原医院 〒521-1332 0748-43-1786杉原　玄久 杉原　玄久 平26. 1. 1内   小   麻  診療所
     近江八幡市安土町東老蘇１１７０常　勤:    1 開設者変 現存
     番地３ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46704,0146,2 東近江行政組合　近江〒523-0892 0748-22-7620東近江行政組合　管理山本　克與 平26. 4. 1内   小   外  診療所
     八幡休日急患診療所 近江八幡市出町３８１番 常　勤:    5者　小椋　正清 所在地変 現存
     (医       5) 平26. 4. 1
     非常勤:   47
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46804,0147,0 おさだファミリークリ〒523-0811 0748-36-8880医療法人敬絆会　理事森田　等 平26. 7. 1内   外   リハ診療所
     ニック 近江八幡市長田町１２６８番１ 常　勤:    1長　松尾　隆志 新規 放   現存
     (医       1) 平26. 7. 1　
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46904,0148,8 医療法人　きしだ皮ふ〒523-0058 0748-31-0220医療法人　きしだ皮ふ岸田　昌之 平26.10. 1皮   診療所
     科クリニック 近江八幡市加茂町３６６０番１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　岸田　昌之 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47004,0149,6 まつおファミリークリ〒523-0891 0748-32-3255医療法人敬絆会　理事松尾　隆志 平26.10. 1一般 診療所
     ニック 近江八幡市鷹飼町１４８５番地６常　勤:    1長　松尾　隆志 所在地変     一般    12現存
     Ｏ・Ｈビル近江八幡 (医       1) 平26.10. 1内   外   こう
     非常勤:    3 他   皮   消  
     (医       3) 循   
     肛門外科、他＝
     ペインクリニッ
     ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47104,0150,4 よりずみ医院 〒523-0056 0748-33-7533頼住　一 頼住　一 平27. 9. 1内   診療所
     近江八幡市古川町１１９２－７７常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47204,0151,2 医療法人　川端医院 〒523-0818 0748-38-0153医療法人　川端医院　川端　敏裕 平27.10. 1内   小   診療所
     近江八幡市西本郷町東６番地７ 常　勤:    1理事長　川端　敏裕 開設者変 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47304,0153,8 おうみリウマチ膠原病〒523-0894 0748-31-1888川端　大介 川端　大介 平28. 6. 1内   リウ アレ診療所
     ・内科クリニック 近江八幡市中村町２０番地２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47404,0154,6 医療法人健央会ほりお〒523-0898 0748-37-5757医療法人健央会　理事堀尾　和弘 平28.10. 1眼   診療所
     眼科 近江八幡市鷹飼町南３丁目２番４常　勤:    1長　堀尾　和弘 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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  47504,0155,3 はちまんコスモスクリ〒523-0891 0748-32-7211医療法人　敬絆会　理山根　秀夫 平29. 3. 1心内 精   診療所
     ニック 近江八幡市鷹飼町１４８５－８－常　勤:    1事長　松尾　隆志 新規 現存
     １０２ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47604,0156,1 医療法人よしずみ内科〒523-0041 0748-31-0777医療法人よしずみ内科吉栖　正巳 平29. 4. 1内   アレ 他  診療所
     クリニック 近江八幡市中小森町１２９－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 開設者変 消化器内科、循現存
     (医       1)吉栖　正巳 平29. 4. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47704,0157,9 白鳥レディース内科 〒523-0891 0748-43-1178田原　美喜 田原　美喜 平30. 4. 2神内 内   診療所
     近江八幡市鷹飼町４５０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47804,0158,7 むらかみ耳鼻咽喉科ク〒523-0041 0748-31-1187村上　賢太郎 村上　賢太郎 平30. 5. 1耳い アレ 診療所
     リニック 近江八幡市中小森町３３９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47904,0159,5 といやまクリニック 〒523-0037 0748-29-3760問山　大輔 問山　大輔 平30. 5. 1ひ   内   診療所
     近江八幡市東町１８７番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48005,0044,6 中沢医院 〒527-0073 0748-22-0240中澤　明 中澤　明 昭52. 4. 1内   小   診療所
     東近江市蛇溝町１２０番地 常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48105,0047,9 滋賀県東近江保健所 〒527-0023 0748-22-1253滋賀県　知事　三日月寺尾　敦史 昭55. 8. 1内   診療所
     東近江市八日市緑町８－２２ 常　勤:    2　大造 更新 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48205,0050,3 東近江敬愛病院 〒527-0025 0748-22-2222医療法人　敬愛会　理間嶋　孝 昭57. 4. 1一般        60病院
     東近江市八日市東本町８番１６号常　勤:   11事長　間嶋　孝 更新 療養        94療養病床
     (医      11) 平30. 4. 1外   整外 他  現存
     非常勤:   24 脳外 内   皮  
     (医      24) リハ 放   麻  
     ひ   神内 心外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48305,0054,5 医療法人社団　宮路医〒527-0014 0748-22-0055医療法人社団　宮路医落合　直也 平 4. 5. 1内   小   診療所
     院 東近江市西中野町３番１６号 常　勤:    1院　理事長　落合　直 更新 現存
     (医       1)也 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48405,0055,2 中村医院 〒527-0046 0748-22-8588中村　喜久生 中村　喜久生 平 5. 4. 6内   小   循  診療所
     東近江市妙法寺町大林８８０番地常　勤:    2 更新 消   呼内 リハ現存
     １ (医       2) 平29. 4. 6放   
     非常勤:    1 循環器内科、消
     (医       1) 化器内科
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  48505,0057,8 医療法人社団広島外科〒527-0021 0748-22-1311医療法人社団　広島外西賀　隆夫 平 5. 7. 1整外 外   内  診療所
     ・整形外科医院 東近江市八日市東浜町１番２７号常　勤:    1科・整形外科医院　理 更新 皮   ひ   リハ現存
     (医       1)事長　西賀　隆夫 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48605,0060,2 わたなべ小児科医院 〒527-0034 0748-23-8811渡辺　義郎 渡辺　義郎 平 7. 5.15小   内   診療所
     東近江市沖野一丁目５番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48705,0061,0 医療法人社団明光会　〒527-0023 0748-24-2121医療法人社団　明光会村田　靖 平 7. 9. 1眼   診療所
     村田眼科医院 東近江市八日市緑町１番７号 常　勤:    1　理事長　村田　靖 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48805,0065,1 島田医院 〒527-0028 0748-22-0140島田　徹 島田　徹 平 9. 9. 1内   小   循  診療所
     東近江市八日市金屋二丁目１番７常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48905,0066,9 医療法人　笠原レディ〒527-0091 0748-22-2101医療法人　笠原レディ笠原　一彦 平 9. 9. 1一般 診療所
     ースクリニック 東近江市小脇町２４０１番地６ 常　勤:    1ースクリニック　理事 開設者変     一般    17現存
     (医       1)長　笠原　一彦 平24. 9. 1産   婦   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49005,0067,7 奥田医院 〒527-0012 0748-22-0219奥田　雄二 奥田　雄二 平10. 4.20内   婦   他  診療所
     東近江市八日市本町５番９号 常　勤:    1 新規 他＝漢方内科 現存
     (医       1) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49105,0068,5 澤井医院 〒527-0023 0748-25-1201澤井　孝之 澤井　孝之 平10. 8. 1他   小   診療所
     東近江市八日市緑町４番１０号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49205,0069,3 医療法人社団幸信会　〒527-0039 0748-22-5000医療法人社団　幸信会山口　信一郎 平11.12. 1内   循   呼  診療所
     青葉メディカル 東近江市青葉町１番４６号 常　勤:    2　理事長　山口　信一 開設者変 消   小   放  現存
     (医       2)郎 平29.12. 1リハ 脳外 脳内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49305,0070,1 医療法人社団幸信会　〒527-0039 0748-20-1110医療法人社団　幸信会大佛　正隆 平12. 7. 1療養        98病院
     青葉病院 東近江市青葉町１番３６号 常　勤:    2　理事長　山口　信一 新規 内   リハ 療養病床
     (医       2)郎 平24. 7. 1 現存
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49405,0072,7 沖野診療所　山田内科〒527-0033 0748-22-8863医療法人　沖野診療所山田　浩子 平13. 5. 1内   循   呼  診療所
     東近江市東沖野三丁目９番３号 常　勤:    1　理事長　山田　浩子 開設者変 消   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49505,0075,0 おざき内科医院 〒527-0091 0748-23-1911医療法人　おざき内科尾﨑　芳樹 平15. 5. 1内   消   循  診療所
     東近江市小脇町２４０１－８ 常　勤:    1医院　理事長　尾﨑　 開設者変 現存
     (医       1)芳樹 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49605,0076,8 在田医院 〒527-0085 0748-25-5080医療法人　在田医院　在田　耕生 平15. 5. 1内   循   呼  診療所
     東近江市下羽田町字乙畔５１番３常　勤:    1理事長　在田　耕生 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49705,0077,6 緑町診療所 〒527-0023 0748-23-6276李　樹碩 李　樹碩 平15. 6. 1一般         1診療所
     東近江市八日市緑町２０－１２ 常　勤:    1 新規 内   産   小  現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49805,0080,0 医療法人　桝田医院 〒527-0224 0748-27-0062医療法人　桝田医院　桝田　昌之助 平 7. 3. 1内   小   診療所
     東近江市市原野町２２２５番地 常　勤:    1理事長　桝田　昌之助 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49905,0081,8 古道医院 〒529-1404 0748-48-6233古道　武夫 古道　武夫 平10. 5.18内   循   小  診療所
     東近江市宮荘町６８１番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50005,0083,4 医療法人社団　小串医〒529-1431 0748-48-2053医療法人社団　小串医小串　輝男 平12.10. 1内   小   放  診療所
     院 東近江市五個荘山本町８３番地 常　勤:    1院　理事長　小串　輝 開設者変 現存
     (医       1)男 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50105,0084,2 医療法人医誠会　神崎〒529-1445 0748-48-5555医療法人　医誠会　理有 　秀男 平15. 3. 1一般       162病院
     中央病院 東近江市五個荘清水鼻町９５番地常　勤:   13事長　谷　幸治 新規 療養       238療養病床
     (医      13) 平27. 3. 1内   外   整外現存
     非常勤:   39 皮   ひ   耳い
     (医      39) リハ 透析 
     人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50205,0085,9 医療法人恒仁会　近江〒527-0145 0749-46-1125医療法人　恒仁会　理小山　威夫 平10. 4. 1療養       296病院
     (05,3085,2) 温泉病院 東近江市北坂町９６６番地 常　勤:    8事長　小山　威夫 開設者変 精神        56療養病床
     (医       8) 平28. 4. 1内   精   皮  現存
     非常勤:   14 リハ 歯   
     (医      13)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50305,0086,7 医療法人　竹中医院 〒527-0121 0749-45-1100医療法人　竹中医院　竹中　克彦 平10.10. 1内   小   胃  診療所
     東近江市小池町５３１番地２ 常　勤:    2理事長　竹中　克彦 開設者変 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50405,0087,5 医療法人社団昴会　湖〒527-0134 0749-45-5000医療法人社団昻会　理鈴木　文夫 平12.10.10一般       129病院
     東記念病院 東近江市平松町２番地１ 常　勤:   23事長　相馬　俊臣 新規 循   内   小  現存
     (医      23) 平24.10.10外   脳外 整外
     非常勤:   61 眼   皮   耳い
     (医      61) ひ   放   他  
     形外 心外 呼内
     リハ 麻   神内
     循環器内科　他
     ＝救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50505,0088,3 東近江市永源寺診療所〒527-0231 0748-27-1160東近江市　東近江市長花戸　貴司 平17. 2.11内   整外 小  診療所
     東近江市山上町１３５２番地 常　勤:    1　小椋　正清 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 2.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50605,0091,7 東近江市あいとう診療〒527-0162 0749-46-8030東近江市　東近江市長横田　哲朗 平17. 2.11内   小   整外診療所
     所 東近江市妹町２９番地 常　勤:    1　小椋　正清 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 2.11
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50705,0092,5 東近江市湖東診療所 〒527-0135 0749-45-0001東近江市　東近江市長杉山　祐介 平17. 2.11内   小   整外診療所
     東近江市横溝町３０５番地１ 常　勤:    1　小椋　正清 開設者変 　 現存
     (医       1) 平29. 2.11
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50805,0093,3 鳥越医院 〒527-0022 0748-22-2482鳥越　公彰 鳥越　公彰 平17.10. 5内   小   アレ診療所
     東近江市八日市上之町４番１号 常　勤:    2 開設者変 リウ 現存
     (医       2) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50905,0094,1 高畑医院 〒529-1501 0748-55-3511高畑　正之 高畑　正之 昭59. 4. 3内   消   小  診療所
     東近江市石塔町２３６番地１ 常　勤:    2 更新 現存
     (医       2) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51005,0096,6 山口医院 〒521-1221 0748-42-0125山口　隆 山口　隆 昭55. 1. 1内   小   診療所
     東近江市垣見町６８２番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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  51105,0100,6 医療法人社団　常伯会〒521-1222 0748-42-0036医療法人社団　常伯会寺井　晋 平11.10. 1内   小   産婦診療所
     　寺井産婦人科院 東近江市佐野町６７０番地 常　勤:    1　理事長　寺井　晋 開設者変 外   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51205,0101,4 おだわら医院 〒521-1223 0748-42-0346小田原　健一 小田原　健一 平13. 1. 1内   小   循  診療所
     東近江市猪子町４３０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51305,0102,2 金岡医院 〒521-1222 0748-42-7333医療法人　金岡医院　金岡彦治　（金鍾平）平13. 5. 1内   消   循  診療所
     東近江市佐野町２８２番地７ 常　勤:    1理事長　金岡　彦治（ 開設者変 小   リハ 現存
     (医       1)金　鍾平） 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51405,0105,5 東近江市鋳物師診療所〒529-1522 0748-55-0406東近江市　東近江市長磯野　員能 平18. 1. 1内   診療所
     東近江市鋳物師町７０８番地 常　勤:    1　小椋　正清 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51505,0107,1 東近江市立　能登川病〒521-1223 0748-42-1333東近江市　東近江市長竹内　孝幸 平18. 1. 1一般       102病院
     院 東近江市猪子町１９１番地 常　勤:   12　小椋　正清 開設者変 内   他   呼内現存
     (医      12) 平30. 1. 1外   整外 小  
     非常勤:   40 眼   皮   耳い
     (医      40) リハ 神内 脳外
     形外 放   病理
     ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51605,0108,9 つたむね眼科 〒521-1222 0748-42-5318蔦宗　直人 蔦宗　直人 平18. 4. 1眼   診療所
     東近江市佐野町２８２番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51705,0110,5 こすぎクリニック 〒527-0174 0749-46-8000小杉　厚 小杉　厚 平18. 5. 1内   外   皮  診療所
     東近江市大萩町４６番地 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51805,0111,3 つちだ内科医院 〒527-0023 0748-20-0808医療法人　三方会　理土田　隆太郎 平18. 5. 1内   循   呼  診療所
     東近江市八日市緑町３番６号 常　勤:    1事長　土田　隆太郎 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51905,0112,1 むらた皮ふ科クリニッ〒527-0012 0748-25-5270医療法人　むらた皮ふ村田　雄峰 平18. 8. 1皮   アレ 診療所
     ク 東近江市八日市本町３番４号　森常　勤:    1科クリニック　理事長 開設者変 現存
     善ビル２階 (医       1)　村田　雄峰 平24. 8. 1
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  52005,0113,9 医療法人社団　山崎ク〒521-1225 0748-42-1135医療法人社団　山崎ク山崎　吉範 平18.12.23他   産婦 内  診療所
     リニック 東近江市山路町２９０７番地 常　勤:    1リニック　理事長　山 所在地変 現存
     (医       1)崎　吉範 平24.12.23
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52105,0114,7 えがわ整形外科 〒527-0023 0748-24-0303医療法人　三方会　理江川　雅章 平19. 4. 3整外 リハ 診療所
     東近江市八日市緑町６番１０号 常　勤:    1事長　土田　隆太郎 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52205,0115,4 吉川整形外科クリニッ〒521-1222 0748-43-6120医療法人　吉川整形外吉川　玄逸 平19. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 東近江市佐野町１９５番地１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　吉川　玄逸 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52305,0116,2 東近江市永源寺東部出〒527-0207 0505802-2285東近江市　東近江市長花戸　貴司 平19. 7. 1内   小   診療所
     張診療所 東近江市蓼畑町５１０番地 常　勤:    1　小椋　正清 所在地変 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52405,0118,8 いがわ耳鼻咽喉科 〒521-1222 0748-42-4487井川　秀樹 井川　秀樹 平19.11. 1耳い アレ 診療所
     東近江市佐野町３９７番地１東陽常　勤:    1 新規 現存
     オアシス能登川２階Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52505,0119,6 明愛眼科 〒527-0012 0748-24-9100赤峰　敬信 赤峰　敬信 平19.10. 1眼   診療所
     東近江市八日市本町３番４号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52605,0120,4 大林内科循環器科 〒521-1222 0748-42-5051大林　靖典 大林　靖典 平19.11. 1内   循   呼  診療所
     東近江市佐野町３９７番地１東陽常　勤:    1 新規 現存
     オアシス能登川１階Ｂ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52705,0123,8 出目医院 〒527-0013 0748-22-2072出目　明 出目　明 平21. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     東近江市東中野町１番１２号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52805,0124,6 医療法人社団　双秀会〒527-0011 0748-25-0065医療法人社団　双秀会小山　公男 平21. 8. 1眼   診療所
     　小山眼科クリニック東近江市八日市浜野町４８７番１常　勤:    1　理事長　小山　公男 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52905,0125,3 あおき皮フ科 〒521-1235 0748-36-3670青木　良憲 青木　良憲 平22. 1. 1皮   形外 診療所
     東近江市伊庭町２３６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53005,0127,9 そのだ耳鼻咽喉科 〒527-0023 0748-24-3387医療法人　緑園会　理園田　聡 平24. 5. 1耳い 診療所
     東近江市八日市緑町３番２号 常　勤:    1事長　園田　聡 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53105,0130,3 東近江市蒲生医療セン〒529-1572 0748-55-1175東近江市　東近江市長加藤　正人 平25. 4. 1一般        19診療所
     ター 東近江市桜川西町３４０番地 常　勤:    4　小椋　正清 その他 内   外   小  現存
     (医       4) 平25. 4. 1眼   整外 耳い
     非常勤:   27 放   リハ 
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53205,0131,1 水谷整形外科医院 〒521-1221 0748-26-2811医療法人瑞晴會　理事水谷　昭陽 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     東近江市垣見町１５９８番地１ 常　勤:    1長　水谷　昭陽 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53305,0132,9 東近江行政組合　東近〒527-0045 0748-33-9311東近江行政組合　管理小田原　健一 平25. 9. 1内   小   外  診療所
     江休日急患診療所 東近江市中小路町４８３番４ 常　勤:    2者　小椋　正清 所在地変 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53405,0133,7 やまぐち内科クリニッ〒529-1444 0748-43-2300山口　大介 山口　大介 平25.11. 1内   診療所
     ク 東近江市五個荘石塚町２４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53505,0134,5 松尾医院 〒521-1205 0748-42-6035医療法人湖峰会　理事髙木　幸浩 平26. 4. 1内   小   消  診療所
     東近江市躰光寺町６０４番地 常　勤:    1長　髙木　幸浩 開設者変 こう 外   皮  現存
     (医       1) 平26. 4. 1消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53605,0135,2 医療法人社団こやま整〒527-0073 医療法人社団こやま整小山　喜也 平26. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科医院 東近江市蛇溝町１８０番地 常　勤:    1形外科医院　理事長　 開設者変 現存
     (医       1)小山　喜也 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53705,0136,0 東近江市長峰診療所 〒529-1551 0748-55-1175東近江市　東近江市長吉川　達郎 平26.11.12内   小   診療所
     東近江市宮川町２４４番地９２１常　勤:    2　小椋　正清 所在地変 現存
     (医       2) 平26.11.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53805,0137,8 レイメイクリニック 〒527-0033 0748-20-2220富田　晴久 富田　晴久 平27. 3. 1内   外   消  診療所
     東近江市東沖野４丁目１６－１８常　勤:    2 新規 整外 こう リハ現存
     (医       2) 平27. 3. 1消化器内科、肛
     門外科
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  53905,0139,4 たなか小児科 〒527-0023 0748-43-0920田中　正幸 田中　正幸 平28. 9. 1小   診療所
     東近江市八日市緑町５番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54005,0140,2 おかもとキッズクリニ〒521-1224 0748-36-1222岡本　暢彦 岡本　暢彦 平28.11. 1小   診療所
     ック 東近江市林町６１６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54105,0141,0 医療法人布引内科クリ〒527-0072 0748-20-1255医療法人布引内科クリ山田　衆 平29. 4. 1内   透析 他  診療所
     ニック 東近江市布引台１丁目９８０ 常　勤:    1ニック　理事長　山田 開設者変 他＝糖尿病内科現存
     (医       1)　衆 平29. 4. 1　内分泌内科　
     非常勤:    1 腎臓内科　
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54205,0142,8 さつき診療所 〒529-1532 0748-55-3355医療法人さつき診療所田中　俊成 平29. 5. 1内   小   循  診療所
     東近江市市子松井町１９１番地４常　勤:    1　理事長　田中　俊成 開設者変 循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54305,0143,6 やましたクリニック 〒527-0033 0748-20-1515山下　寛人 山下　寛人 平30. 6. 1ひ   内   放  診療所
     東近江市東沖野２丁目１－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54406,0035,2 久徳医院 〒525-0034 077-567-5577山本　久徳 山本　久徳 昭42. 1.16内   循   消  診療所
     草津市草津二丁目４番１７号 常　勤:    2 更新 呼   小   リハ現存
     (医       2) 平30. 1.16皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54506,0070,9 木村診療所 〒525-0037 077-565-0251木村　 治郎 木村　 治郎 昭58. 5. 1皮   ひ   アレ診療所
     草津市西大路町９番１３号　西大常　勤:    1 更新 現存
     路ビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54606,0076,6 岡本医院 〒525-0057 077-565-3757岡本　法仲 岡本　法仲 昭59.11. 1内   消   診療所
     草津市桜ケ丘五丁目３番１０号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54706,0077,4 耳鼻咽喉科岸本医院 〒525-0027 077-563-1577岸本　正生 岸本　正生 昭60. 1. 1耳い アレ 診療所
     草津市野村三丁目１７番１９号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54806,0080,8 大西医院 〒525-0054 077-565-8661大西　淳夫 大西　淳夫 昭61. 5. 1外   胃   整外診療所
     草津市東矢倉一丁目６番２６号 常　勤:    1 更新 　 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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  54906,0081,6 はしたに眼科 〒525-0032 077-563-4800医療法人厚生会　理事橋谷　忠憲 昭63. 3. 1眼   診療所
     草津市大路一丁目１１番３０号 常　勤:    1長　福田　守男 更新 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55006,0083,2 岡診療所 〒525-0027 077-562-8011岡　敦子 岡　敦子 昭63.12. 1内   小   外  診療所
     草津市野村六丁目１４番１４号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55106,0087,3 滋賀県草津保健所 〒525-8525 077-562-3526滋賀県　滋賀県知事　荒木　勇雄 平 2. 1. 1内   診療所
     草津市草津三丁目１４番７５号 常　勤:    2三日月　大造 更新 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55206,0092,3 中神内科クリニック 〒525-0037 077-562-0209中神　源一 中神　源一 平 2. 7. 1循   内   診療所
     草津市西大路町１１番１０号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55306,0095,6 びわこ学園医療福祉セ〒525-0072 077-566-0701社会福祉法人　びわこ口分田　政夫 平 3. 6. 1一般       122病院
     (06,3095,9) ンター草津 草津市笠山八丁目３番１１３号 常　勤:    9学園　理事長　山﨑　 更新 小   内   リハ現存
     (医       8)正策 平30. 6. 1神   歯   精  
     (歯       1) 整外 
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55406,0096,4 水口クリニック 〒525-0027 077-566-0601一般社団法人　水口病青木　浩亮 平 3. 9. 1神   精   心内診療所
     草津市野村一丁目１番１０号 常　勤:    2院　理事長　青木　建 更新 現存
     (医       2)亮 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55506,0101,2 滋賀県立精神医療セン〒525-0072 077-567-5001滋賀県　滋賀県知事　大井　健 平 4. 9. 1精神       100病院
     ター 草津市笠山八丁目４番２５号 常　勤:    9三日月　大造 更新 精   心内 内  現存
     (医       9) 平28. 9. 1神内 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55606,0105,3 須津整形外科 〒525-0027 077-567-1671須津　富鵬 須津　富鵬 平 4.12.12整外 リハ リウ診療所
     草津市野村八丁目９番１号 常　勤:    1 更新 　 現存
     (医       1) 平28.12.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55706,0108,7 医療法人社団せき川ク〒525-0027 077-564-3111医療法人社団せき川ク関川　浩嘉 平 5. 6. 1内   消   外  診療所
     リニック 草津市野村四丁目９番１０号 常　勤:    2リニック　理事長　関 更新 整外 皮   現存
     (医       2)川　浩嘉 平29. 6. 1消化器内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55806,0109,5 岡森内科医院 〒525-0036 077-567-3220岡森　博史 岡森　博史 平 5. 6. 1内   循   消  診療所
     草津市草津町１５４０番地１　グ常　勤:    1 更新 循環器内科、消現存
     ラシィオ草津１階 (医       1) 平29. 6. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55906,0111,1 立命館診療所分室 〒525-0058 077-561-2635学校法人　立命館　理中川　克 平 6. 4. 1内   精   診療所
     草津市野路東一丁目１番１号 常　勤:    1事長　森島　朋三 更新 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56006,0113,7 中野クリニック 〒525-0032 077-567-9137中野　悦次 中野　悦次 平 7. 4.17ひ   内   診療所
     草津市大路一丁目１５番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56106,0116,0 医療法人　九谷医院 〒525-0032 077-562-2270医療法人　九谷医院　佐伯　満男 平 7.10. 1内   循   消  診療所
     草津市大路一丁目１８番３１号 常　勤:    2理事長　佐伯　満男 開設者変 神内 耳い 現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56206,0117,8 滋賀県立障害者総合診〒525-0072 滋賀県　滋賀県知事　島田　司己 平 7.12. 1内   精   整外診療所
     療所 草津市笠山八丁目５番１３０号 常　勤:    1三日月　大造 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56306,0123,6 橋本内科医院 〒525-0022 077-564-1566橋本　賢治 橋本　賢治 平 8.12. 2内   循   診療所
     草津市川原町３０２番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56406,0124,4 入江産婦人科 〒525-0032 077-563-5223入江　賢治 入江　賢治 平 9. 1. 3産婦 他   診療所
     草津市大路二丁目３番１１号ハイ常　勤:    1 新規 他＝美容皮膚科現存
     レス２１ (医       1) 平30. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56506,0125,1 はっとり小児科 〒525-0059 077-561-3800服部　政憲 服部　政憲 平 9. 3.10小   循   診療所
     草津市野路一丁目６番５号 常　勤:    1 新規 循＝循環器小児現存
     (医       1) 平30. 3.10科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56606,0127,7 医療法人社団　いずみ〒525-0033 077-565-2347医療法人社団　いずみ泉　邦洋 平 9. 6. 1外   整外 内  診療所
     医院 草津市東草津二丁目２番５３号 常　勤:    1医院　理事長　泉　邦 開設者変 皮   現存
     (医       1)洋 平30. 6. 1　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56706,0128,5 メープル・クリニック〒525-0059 077-561-3877佐藤　啓二 佐藤　啓二 平 9. 8. 4精   心内 神内診療所
     草津市野路一丁目１４番３８－２常　勤:    1 新規 現存
     ０４号 (医       1) 平24. 8. 4
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56806,0129,3 井上医院 〒525-0034 077-562-0001医療法人　井上医院　井上　裕司 平 9. 9. 1内   皮   アレ診療所
     草津市草津四丁目５番２３号 常　勤:    1理事長　井上　裕司 開設者変 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56906,0131,9 白波瀬小児科 〒525-0027 077-561-0880白波瀬　亙 白波瀬　亙 平10. 4. 1小   診療所
     草津市野村八丁目９番３７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57006,0134,3 南草津野村病院 〒525-0059 077-561-3788医療法人　真心会　理秋山　稔 平10. 6. 1一般        38病院
     草津市野路一丁目６番５号 常　勤:    2事長　野村　哲哉 開設者変 産婦 小   内  現存
     (医       2) 平28. 6. 1麻   
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57106,0136,8 加地皮膚科医院 〒525-0059 077-561-0501加地　明 加地　明 平10. 6. 1皮   診療所
     草津市野路一丁目６番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57206,0142,6 くぼた眼科 〒525-0059 077-561-0789久保田　真吾 久保田　真吾 平11. 2.15眼   診療所
     草津市野路一丁目７番２１号　リ常　勤:    1 新規 現存
     ベリー南草津２階 (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57306,0143,4 医療法人　板谷耳鼻咽〒525-0037 077-561-0618医療法人　板谷耳鼻咽板谷　隆義 平11. 4. 1耳い 診療所
     喉科 草津市西大路町８番２８号１０１常　勤:    1喉科　理事長　板谷　 開設者変 現存
     (医       1)隆義 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57406,0147,5 南草津米倉眼科 〒525-0059 077-569-1288米倉　義雄 米倉　義雄 平11. 6. 1眼   診療所
     草津市野路一丁目４番１６－３０常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57506,0149,1 富田クリニック 〒525-0025 077-566-0303医療法人社団　富田ク一色　啓二 平11.12. 1内   消   循  診療所
     草津市西渋川一丁目３番２２号 常　勤:    3リニック　理事長　富 所在地変 他   現存
     (医       3)田　耕彬 平29.12. 1他＝腎臓内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57606,0150,9 医療法人　村上整形外〒525-0054 077-561-6600医療法人　村上整形外村上　剛 平12. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     科 草津市東矢倉二丁目１３番１号 常　勤:    1科　理事長　村上　剛 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57706,0153,3 医療法人宮本クリニッ〒525-0028 077-564-0878医療法人　宮本クリニ宮本　彩子 平12. 4. 1小   内   アレ診療所
     ク 草津市上笠四丁目６番６号 常　勤:    1ック　理事長　宮本　 新規 リハ 皮   現存
     (医       1)明子 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57806,0154,1 医療法人社団あなむら〒525-0012 077-568-0006医療法人社団あなむら駒井　厚彦 平12. 5. 1内   小   消  診療所
     診療所 草津市穴村町３１１番地 常　勤:    1診療所　理事長　駒井 開設者変 現存
     (医       1)　厚彦 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57906,0155,8 南草津　野村整形外科〒525-0059 077-561-3777医療法人　真心会　理橘　真一 平12. 6. 5整外 リハ 診療所
     草津市野路一丁目６番２７号 常　勤:    1事長　野村　哲哉 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58006,0156,6 たにむらこどもクリニ〒525-0027 077-561-0607医療法人　湖幸会　た谷村　剛 平12.10. 1小   診療所
     ック 草津市野村六丁目１番３号　コン常　勤:    1にむらこどもクリニッ 開設者変 現存
     フォーレＴ１ (医       1)ク　理事長　谷村　剛 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58106,0162,4 南草津坂本診療所 〒525-0059 077-566-1002坂本　暢典 坂本　暢典 平13.10. 1精   神   心内診療所
     草津市野路一丁目１２番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58206,0163,2 おさだクリニック 〒525-0029 077-568-4976長田　昭 長田　昭 平14. 1.18整外 他   内  診療所
     草津市下笠町５２４番地４ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平26. 1.18他＝ペインクリ
     ニック整形外科
     、ペインクリニ
     ック内科
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  58306,0164,0 あさい内科 〒525-0066 077-566-1739浅井　清 浅井　清 平14. 4.15内   消   診療所
     草津市矢橋町１０４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58406,0165,7 しづ井上内科 〒525-0041 077-567-8502医療法人　桃蘭会　理井上　佐知子 平14. 4. 1内   消   循  診療所
     草津市青地町４８１番地３ 常　勤:    2事長　井上　佐知子 開設者変 呼   現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58506,0168,1 草津アイクリニック 〒525-0025 077-561-3073陣上　礼子 陣上　礼子 平15. 3. 3眼   診療所
     草津市西渋川一丁目２３番３０号常　勤:    1 新規 現存
     アル・プラザ草津２階 (医       1) 平27. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58606,0173,1 若草診療所 〒525-0045 077-564-2091医療法人社団　湖光会宮原　健一郎 平15.10. 1内   他   呼内診療所
     草津市若草五丁目１３番１号 常　勤:    1　理事長　立神　恭之 所在地変 外   小   整外現存
     (医       1) 平27.10. 1リウ リハ 
     非常勤:   19 消化器内科、循
     (医      19) 環器内科、糖尿
     病代謝内科、内
     分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58706,0175,6 松本胃腸科クリニック〒525-0052 077-566-7525松本　啓一 松本　啓一 平15.10.16内   胃   診療所
     草津市西矢倉三丁目６番１２－１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平27.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58806,0178,0 薬師川眼科 〒525-0045 077-566-8341薬師川　浩 薬師川　浩 平16. 4.21眼   診療所
     草津市若草五丁目１３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58906,0180,6 なかじま医院 〒525-0047 077-566-8118中嶋　康彦 中嶋　康彦 平16. 5.11循   外   内  診療所
     草津市追分三丁目１－１４ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59006,0181,4 医療法人　上原眼科 〒525-0025 077-564-1100医療法人　上原眼科　上原　稔朗 平16. 7. 1眼   診療所
     草津市西渋川一丁目２番２２号 常　勤:    1理事長　上原　稔朗 所在地変 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59106,0182,2 竹岡診療所 〒525-0034 077-567-5211竹岡　秀実 竹岡　秀実 平16. 8. 1内   皮   診療所
     草津市草津二丁目１２番２７号た常　勤:    1 新規 現存
     かおビル２階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59206,0183,0 医療法人　コス小児科〒525-0027 077-561-0666医療法人　コス小児科笠井　康史 平16.10. 1小   診療所
     草津市野村八丁目３番１０号 常　勤:    1　理事長　笠井　康史 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59306,0184,8 にし内科クリニック 〒525-0029 077-568-8150西　高弘 西　高弘 平16.11. 5内   循   診療所
     草津市下笠町７６番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59406,0185,5 おうみクリニック 〒525-0067 077-569-5525坂井　伸好 坂井　伸好 平16.12. 1内   小   整外診療所
     草津市新浜町８５番１９ 常　勤:    1 新規 脳外 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59506,0187,1 医療法人智林会　山田〒525-0025 077-562-1175医療法人　智林会　理山田　裕久 平17. 4. 1一般 診療所
     産婦人科 草津市西渋川一丁目２１番１４号常　勤:    1事長　山田　裕久 所在地変     一般    14現存
     (医       1) 平29. 4. 1産   婦   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59606,0188,9 やまみち耳鼻咽喉科 〒525-0026 077-562-4187山道　至 山道　至 平17. 5. 6耳い アレ 診療所
     草津市渋川一丁目２番１５号　く常　勤:    1 新規 現存
     さつビル２階 (医       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59706,0189,7 医療法人　加藤乳腺ク〒525-0037 077-566-7808医療法人　加藤乳腺ク加藤　誠 平17. 5. 1一般 診療所
     リニック 草津市西大路町８番１２号 常　勤:    2リニック　理事長　加 開設者変     一般    12現存
     (医       2)藤　誠 平29. 5. 1外   形外 消  
     非常勤:   14 こう 麻   他  
     (医      14) 他＝乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59806,0191,3 医療法人　佐竹クリニ〒525-0037 077-569-3678医療法人　佐竹クリニ佐竹　弘 平17.10. 1内   胃   診療所
     ック 草津市西大路町８番２８号　１０常　勤:    1ック　理事長　佐竹　 開設者変 現存
     ２号 (医       1)弘 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59906,0194,7 尾松医院 〒525-0027 077-567-7793医療法人　尾松医院　尾松　操 平18. 3. 1ひ   皮   アレ診療所
     草津市野村六丁目１番１８号コン常　勤:    1理事長　尾松　操 開設者変 現存
     フォーレＴ２ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60006,0195,4 医療法人芙蓉会　南草〒525-0059 077-562-0724医療法人　芙蓉会　理程原　佳子 平18. 4. 1一般        42病院
     津病院 草津市野路五丁目２番３９号 常　勤:    6事長　遠藤　衛 開設者変 療養        95療養病床
     (医       6) 平30. 4. 1内   外   消  現存
     非常勤:   29 循   整外 リハ
     (医      29) ひ   
     消化器内科　循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60106,0196,2 医療法人徳洲会　近江〒525-0054 077-567-3610医療法人　徳洲会　理梶原　正章 平18. 4. 1一般       155病院
     草津徳洲会病院 草津市東矢倉三丁目３４番５２号常　勤:   15事長　鈴木　隆夫 開設者変 療養        44療養病床
     (医      15) 平30. 4. 1内   神内 他  現存
     非常勤:   97 呼内 小   外  
     (医      97) 整外 脳外 心外
     皮   ひ   産婦
     耳い 眼   リハ
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60206,0197,0 社会医療法人　誠光会〒525-8585 077-563-8866社会医療法人　誠光会平野　正満 平18. 4. 1一般       520病院
     (06,3197,3) 　草津総合病院 草津市矢橋町１６６０番地 常　勤:  107　理事長　柏木　厚典 所在地変 療養       199療養病床
     (医     103) 平30. 4. 1内   消   循  現存
     (歯       4) 呼内 神内 心内
     非常勤:  127 他   小   小外
     (医     121) 外   皮   整外
     (歯       6) 形外 脳外 ひ  
     産婦 眼   耳い
     麻   心外 呼外
     臨床 病理 放  
     リハ 歯   歯外
     救命 
     消化器内科、循
     環器内科、内分
     泌内科、膠原病
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60306,0199,6 医療法人産科婦人科　〒525-0066 077-564-3101医療法人産科婦人科　横江　保彦 平18.10. 1一般 診療所
     ハピネスバースクリニ草津市矢橋町２３３番地３ 常　勤:    1ハピネスバースクリニ 開設者変     一般    12現存
     ック (医       1)ック　理事長　横江　 平24.10. 1産   婦   
     非常勤:    2保彦
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60406,0200,2 なかの医院 〒525-0023 077-566-5123中野　克哉 中野　克哉 平18.12. 1消   内   他  診療所
     草津市平井一丁目１５番２６号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
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  60506,0202,8 さいクリニック 〒525-0032 077-566-7271崔　鳳春 崔　鳳春 平19. 3. 1精   心内 神  診療所
     草津市大路二丁目１番２７号 常　勤:    1 所在地変 内   小   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60606,0203,6 あらい眼科 〒525-0032 077-567-0660新井　眞理 新井　眞理 平19. 3.12眼   診療所
     草津市大路二丁目１番２７号伽羅常　勤:    1 所在地変 現存
     ガーデンスクエア１階 (医       1) 平25. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60706,0206,9 草津ハートセンター 〒525-0014 077-568-5333医療法人　ハートセン許　永勝 平19. 4. 1一般 診療所
     草津市駒井沢町４０７番地１ 常　勤:    4ター　理事長　許　永 開設者変     一般    19現存
     (医       4)勝 平25. 4. 1循   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60806,0207,7 すぎうら皮ふ科医院 〒525-0021 077-569-5702医療法人　すぎうら皮杉浦　久嗣 平19. 4. 1皮   アレ 診療所
     草津市川原二丁目１５番１０号 常　勤:    1ふ科医院　理事長　杉 開設者変 現存
     (医       1)浦　久嗣 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60906,0208,5 医療法人社団　加藤内〒525-0059 077-567-6234医療法人社団　加藤内加藤　洋一 平19. 5. 1内   消   診療所
     科医院 草津市野路一丁目６番５サンコー常　勤:    1科医院　理事長　加藤 開設者変 現存
     ト南草津１０３号 (医       1)　洋一 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61006,0212,7 あさの内科クリニック〒525-0048 077-565-2133浅野　信行 浅野　信行 平20.12. 5内   消   小  診療所
     草津市追分南一丁目１番１４えん常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平26.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61106,0214,3 第二富田クリニック 〒525-0014 077-535-9056医療法人社団　富田ク廣川　隆一 平21. 4. 1一般 診療所
     草津市駒井沢町３９５番の１ 常　勤:    2リニック　理事長　富 新規     一般    18現存
     (医       2)田　耕彬 平27. 4. 1内   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61206,0215,0 医療法人　ひつじクリ〒525-0037 077-565-2625医療法人　ひつじクリ田中　和秀 平21. 5. 1心内 精   診療所
     ニック 草津市西大路町４番１号ＹＡＯ－常　勤:    2ニック　理事長　田中 開設者変 現存
     Ｑビル２階 (医       2)和秀 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61306,0216,8 草津レディースクリニ〒525-0026 077-566-7575医療法人真心会　理事森　敏恵 平21. 9. 1産婦 診療所
     ック 草津市渋川一丁目２番２６－２０常　勤:    1長　野村　哲哉 新規 現存
     ７号 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61406,0217,6 のぞみクリニック 〒525-0036 077-562-1170大久保　拓 大久保　拓 平21.10. 1心内 内   アレ診療所
     草津市草津町１９７３番地 常　勤:    1 新規 精   神内 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61506,0218,4 内田内科循環器内科 〒525-0026 077-516-0200内田　和則 内田　和則 平21. 9. 1内   循   診療所
     草津市渋川一丁目２番２６号ザ・常　勤:    1 所在地変 現存
     草津タワー２階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61606,0219,2 松本耳鼻咽喉科医院 〒525-0059 077-569-1210医療法人松本耳鼻咽喉松本　功 平21. 9. 1耳い アレ 診療所
     草津市野路一丁目７番２１－２０常　勤:    1科医院　理事長　松本 所在地変 現存
     ３号 (医       1)　功 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61706,0220,0 さとうこどもクリニッ〒525-0066 077-566-3105佐藤　恒 佐藤　恒 平22. 1. 1小   診療所
     ク 草津市矢橋町１２０３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61806,0224,2 こばやし整形外科 〒525-0026 077-566-6003小林　昌明 小林　昌明 平23. 5.10整外 リハ リウ診療所
     草津市渋川一丁目２番２６－２０常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61906,0225,9 はしもと赤ちゃんキッ〒525-0050 077-558-7088医療法人　成育会　理橋本　和廣 平23. 4. 1小   神   他  診療所
     ズクリニック 草津市南草津三丁目１番９号 常　勤:    1事長　橋本　和廣 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62006,0227,5 わかくさ耳鼻咽喉科 〒525-0045 077-532-7071永田　智也 永田　智也 平23. 9. 1耳い アレ 診療所
     草津市若草五丁目１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62106,0228,3 やまもとクリニック 〒525-0023 077-516-2225医療法人　医心会　理山本　拓実 平23.10. 1消   内   外  診療所
     草津市平井二丁目１番１号 常　勤:    1事長　山本　拓実 開設者変 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62206,0229,1 眞下草津医院 〒525-0027 077-565-0880眞下　六郎 眞下　六郎 平23.11.25内   胃   外  診療所
     草津市野村二丁目２２－８ 常　勤:    2 新規 こう 現存
     (医       2) 平29.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62306,0230,9 こまいざわ整形外科ク〒525-0014 077-598-1118猿橋　康雄 猿橋　康雄 平24. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 草津市駒井沢町３９７番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62406,0231,7 北山田診療所 〒525-0061 077-566-2560医療法人　道心会　理馬場　史道 平24. 9. 1内   小   循  診療所
     草津市北山田町２４５番地１ 常　勤:    2事長　馬場　史道 所在地変 消   現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62506,0232,5 医療法人南草津けやき〒525-0050 077-565-7708医療法人南草津けやき宮川　正治 平24.10. 1精   他   診療所
     クリニック 草津市南草津一丁目１番８－２階常　勤:    2クリニック　理事長　 開設者変 現存
     Ｃ号室 (医       2)宮川　正治 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62606,0235,8 津田皮フ科 〒525-0032 077-562-7203医療法人津田皮フ科　津田　道夫 平25. 5. 1皮   形外 診療所
     草津市大路一丁目１５番２１号 常　勤:    1理事長　津田　道夫 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62706,0236,6 清水産婦人科 〒525-0027 077-562-4332医療法人双葉会清水産清水　良彦 平25. 9. 1一般 診療所
     草津市野村三丁目１８番５号 常　勤:    1婦人科　理事長　清水 新規     一般    13現存
     (医       1)　良彦 平25. 9. 1産婦 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62806,0238,2 医療法人奉仁会　いし〒525-0027 077-516-7288医療法人奉仁会　理事石田　洋一 平25.10. 1眼   診療所
     だ眼科 草津市野村六丁目１１番４号コン常　勤:    1長　石田　洋一 開設者変 現存
     フォーレＴ３ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62906,0239,0 伊藤内科クリニック 〒525-0037 077-563-3550伊藤　誠 伊藤　誠 平26. 4. 1内   循   呼内診療所
     草津市西大路町４番３２－１０６常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     号１ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63006,0240,8 神吉医院 〒525-0032 077-514-9012辻村　吉紀 辻村　吉紀 平26. 4.26内   循   診療所
     草津市大路二丁目１０番７号 常　勤:    1 開設者変 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 4.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63106,0241,6 西岡医院 〒525-0048 077-569-0222医療法人　西岡医院　西岡　淳一 平26.10. 1リウ 整外 リハ診療所
     草津市追分南二丁目１２番２号 常　勤:    1理事長　西岡　淳一 開設者変 現存
     (医       1) 平26.10. 1
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  63206,0243,2 医療法人社団ラナンキ〒525-0037 077-569-5509医療法人社団　ラナン河原　麗 平27. 1. 1皮   形外 他  診療所
     ュラス会　麗ビューテ草津市西大路町４番３２号 常　勤:    1キュラス会　理事長　 所在地変 美外 現存
     ィー皮フ科クリニック (医       1)河原　麗 平27. 1. 1他＝美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63306,0244,0 せの耳鼻咽喉科 〒525-0023 077-563-8741瀬野　悟史 瀬野　悟史 平27. 3. 1耳い アレ 診療所
     草津市平井１丁目１９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63406,0245,7 由良クリニック眼科分〒525-0067 077-567-7400医療法人　碧藍会　理由良　安紀子 平27. 7. 1眼   診療所
     院 草津市新浜町３００番地 常　勤:    1事長　由良　茂人 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63506,0246,5 ふじさわ小児クリニッ〒525-0032 077-561-5222藤澤　大輔 藤澤　大輔 平27.10. 1小   他   診療所
     ク 草津市大路二丁目９番４号 常　勤:    1 新規 他＝新生児内科現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63606,0247,3 医療法人愛優会　つか〒525-0032 077-561-1160医療法人愛優会　理事束田　崇夫 平28. 1.21眼   診療所
     だ眼科クリニック 草津市大路１－１２－２ 常　勤:    1長　束田　崇夫 所在地変 現存
     (医       1) 平28. 1.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63706,0248,1 といやまこどもクリニ〒525-0047 077-516-1018問山　健太郎 問山　健太郎 平28. 4. 1小   循   アレ診療所
     ック 草津市追分一丁目４番２５－１号常　勤:    1 新規 小児循環器内科現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63806,0249,9 おぐまファミリークリ〒525-0050 077-561-3288小熊　哲也 小熊　哲也 平28. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     ニック 草津市南草津２丁目４－３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63906,0250,7 加地眼科 〒525-0055 077-565-3388医療法人　加地クリニ加地　まり 平28. 4. 1眼   診療所
     草津市野路町字片原６９４番地６常　勤:    1ック　理事長　加地　 開設者変 現存
     (医       1)まり 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64006,0251,5 かんだクリニック 〒525-0055 077-561-4112神田　則和 神田　則和 平28. 6. 1皮   形外 診療所
     草津市野路町６８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64106,0252,3 医療法人スマイル　玉〒525-0059 077-564-5555医療法人スマイル　理吉﨑　健 平28.10. 1内   小   循  診療所
     川スマイルクリニック草津市野路八丁目２２番１３号 常　勤:    1事長　吉﨑　健 開設者変 他   現存
     (医       1) 平28.10. 1循環器内科、糖
     尿病内分泌内科
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  64206,0253,1 いうら皮ふ科クリニッ〒525-0048 077-574-8570井浦　香世 井浦　香世 平29. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 草津市追分南１丁目１－１４えん常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64306,0254,9 医療法人瑞明会　滋賀〒525-0050 医療法人瑞明会　理事今井　眞 平29. 8. 1耳い 内   精  診療所
     睡眠クリニック 草津市南草津一丁目３番１ 常　勤:    1長　田中　俊彦 新規 神   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64406,0255,6 なごみ皮フ科クリニッ〒525-0050 077-569-5186金井　和美 金井　和美 平30. 1. 1皮   他   アレ診療所
     ク 草津市南草津二丁目７番２２の２常　勤:    1 新規 他＝小児皮膚科現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64506,0256,4 おがわ耳鼻咽喉科医院〒525-0047 077-516-8733小河　孝夫 小河　孝夫 平30. 1. 1耳い アレ 診療所
     草津市追分一丁目４番２５－２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64606,0257,2 みみ・はな・いびき　〒525-0050 077-596-3344駒田　一朗 駒田　一朗 平30. 2. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科　こまクリ草津市南草津２丁目７－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     ニック (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64706,0258,0 草津病理アカデミー　〒525-0057 077-565-1247天野　殖 天野　殖 平30. 3. 1病理 診療所
     「桜ヶ丘病理診断クリ草津市桜ケ丘４－７－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     ニック」 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64806,0259,8 ささきクリニック 〒525-0037 077-565-6610佐々木　康成 佐々木　康成 平30. 4. 1小外 小   外  診療所
     草津市西大路５－２ジュネス・コ常　勤:    1 開設者変 現存
     ート１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64907,0037,6 浜中医院 〒524-0043 077-583-3330濱中　暁男 濱中　暁男 昭56. 4. 1胃   内   外  診療所
     守山市二町町４１番地１ 常　勤:    1 更新 ひ   こう 整外現存
     (医       1) 平29. 4. 1リハ 
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65007,0039,2 社会福祉法人恩賜財団〒524-0022 077-582-5151守山市　市長　宮本　野々村　和男 昭57. 4. 1一般       111病院
     　済生会守山市民病院守山市守山四丁目１４番１号 常　勤:   17和宏 更新 療養        88療養病床
     (医      17) 平30. 4. 1内   他   小  現存
     非常勤:   81 外   整外 皮  
     (医      81) ひ   脳外 眼  
     リハ 放   麻  
     神内 
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  65107,0041,8 広永皮膚科 〒524-0041 077-583-4153広永　正紀 広永　正紀 昭57. 7. 5皮   診療所
     守山市勝部一丁目１番２１号　４常　勤:    1 更新 現存
     ０１号 (医       1) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65207,0047,5 滋賀県立小児保健医療〒524-0022 077-582-6200滋賀県　滋賀県知事　二見　徹 昭63. 4.25一般       100病院
     センター 守山市守山五丁目７番３０号 常　勤:   23三日月　大造 更新 小   整外 眼  現存
     (医      23) 平30. 4.25耳い 麻   リハ
     非常勤:   38 放   小外 精  
     (医      38) 精＝こころの診
     療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65307,0049,1 医療法人　いしべ耳鼻〒524-0021 077-582-1334医療法人　いしべ耳鼻石部　司 昭63. 8. 1耳い 気食 アレ診療所
     咽喉科 守山市吉身二丁目６番５１号 常　勤:    1咽喉科　理事長　石部 更新 呼   小   現存
     (医       1)　司 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65407,0053,3 ふくはら内科クリニッ〒524-0041 077-582-6789福原　武久 福原　武久 平 3. 5.13循   内   呼  診療所
     ク 守山市勝部一丁目１６番２７号 常　勤:    1 更新 消   現存
     (医       1) 平30. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65507,0060,8 医療法人　山本内科 〒524-0046 077-583-6677医療法人　山本内科　山本　学 平 4. 9. 1他   内   診療所
     守山市今宿一丁目４番８号 常　勤:    2理事長　山本　学 更新 循環器内科、消現存
     (医       2) 平28. 9. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65607,0061,6 医療法人社団　中西整〒524-0021 077-582-5030医療法人社団　中西整中西　譲 平 6. 3. 1整外 リハ 形外診療所
     形外科 守山市吉身三丁目１４番２１号 常　勤:    3形外科　理事長　中西 更新 現存
     (医       3)　譲 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65707,0064,0 医療法人社団　岸本眼〒524-0022 077-582-2139医療法人社団　岸本眼岸本　眞人 平 7. 2. 1眼   診療所
     科医院 守山市守山一丁目１０番８号 常　勤:    2科医院　理事長　岸本 更新 現存
     (医       2)　眞人 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65807,0065,7 まつかわ小児科 〒524-0102 077-585-4153松川　誠司 松川　誠司 平 7. 4.14小   内   診療所
     守山市水保町北川１２６８番地２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65907,0069,9 山本内科婦人科クリニ〒524-0037 077-581-1777山本　英豊 山本　英豊 平 8. 7.10一般 診療所
     ック 守山市梅田町１番２５号 常　勤:    1 新規     一般     3現存
     (医       1) 平29. 7.10外   内   婦  
     アレ 心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    74 頁

  66007,0071,5 医療法人　守山内科ク〒524-0033 077-582-3070医療法人　守山内科ク久永　卓 平 8. 9. 1内   他   循  診療所
     リニック 守山市浮気町３００番１５号グラ常　勤:    1リニック　理事長　久 開設者変 神内 消   小  現存
     ンドメゾン守山１－１０１ (医       1)永　卓 平29. 9. 1皮   
     非常勤:    2 循環器内科、消
     (医       2) 化器内科　他＝
     糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66107,0075,6 医療法人社団　寺内整〒524-0022 077-582-2315医療法人社団　寺内整寺内　正樹 平 9. 6. 1整外 リハ 診療所
     形外科 守山市守山六丁目１番６３号 常　勤:    1形外科　理事長　寺内 開設者変 現存
     (医       1)　正樹 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66207,0077,2 坂井産婦人科 〒524-0044 077-581-0565坂井　千秋 坂井　千秋 平 9.10. 1一般 診療所
     守山市古高町３８３番地 常　勤:    1 新規     一般    14現存
     (医       1) 平24.10. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66307,0078,0 内科・胃腸科　井上ク〒524-0021 077-581-1233井上　久行 井上　久行 平 9.10. 1内   胃   診療所
     リニック 守山市吉身三丁目１４番４６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66407,0079,8 北野医院 〒524-0022 077-582-2332北野　充 北野　充 平 9.11. 3内   小   診療所
     守山市守山三丁目７番１１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66507,0081,4 医療法人社団　きどわ〒524-0012 077-583-8187医療法人社団　きどわ木戸脇　卓郎 平10. 5. 1小   内   診療所
     き医院 守山市播磨田町３０６７番地 常　勤:    1き医院　理事長　木戸 開設者変 現存
     (医       1)脇　卓郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66607,0082,2 ふくだ医院 〒524-0065 077-585-6650福田　正悟 福田　正悟 平10. 6.19呼   アレ 循  診療所
     守山市山賀町字灰塚１０１８番地常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 6.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66707,0083,0 ひろたに医院 〒524-0054 077-581-3636廣谷　秀一 廣谷　秀一 平10. 7.21内   消   小  診療所
     守山市大林町２１４番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66807,0087,1 医療法人　久敬会　米〒524-0041 077-583-2134医療法人　久敬会　理宮尾　章彦 平11. 4. 1眼   診療所
     倉眼科診療所 守山市勝部一丁目１番２１号５０常　勤:    1事長　米倉　義雄 開設者変 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  66907,0089,7 峯森内科医院 〒524-0104 077-584-2386峯森　清春 峯森　清春 平11. 6. 7内   消   皮  診療所
     守山市木浜町１６７０番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67007,0091,3 医療法人　北野耳鼻科〒524-0022 077-583-8711医療法人　北野耳鼻科北野　仁 平11.10. 1耳い 診療所
     守山市守山五丁目１４６番７号 常　勤:    1　理事長　北野　仁 開設者変 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67107,0093,9 医療法人　佐竹医院 〒524-0214 077-585-6030医療法人　佐竹医院　佐竹　喜三雄 平12. 4. 1内   外   こう診療所
     守山市立田町１７７２番地２ 常　勤:    1理事長　佐竹　喜三雄 開設者変 皮   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67207,0096,2 医療法人かさはら医院〒524-0012 077-514-0003医療法人かさはら医院笠原　吉孝 平13. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     守山市播磨田町１４５６番地１ 常　勤:    1　理事長　笠原　吉孝 開設者変 外   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67307,0098,8 医療法人　藤本クリニ〒524-0037 077-582-6032医療法人　藤本クリニ藤本　直規 平13.10. 1心内 神内 精  診療所
     ック 守山市梅田町２番１号３０３ 常　勤:    1ック　理事長　藤本　 開設者変 内   現存
     (医       1)直規 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67407,0099,6 うちだクリニック 〒524-0022 077-514-3633内田　康和 内田　康和 平13.12.10内   循   小  診療所
     守山市守山五丁目８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67507,0101,0 医療法人　小西醫院 〒524-0103 077-584-2666医療法人　小西醫院　小西　常起 平14. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     守山市洲本町１２５６番地６ 常　勤:    1理事長　小西　常起 開設者変 外   内   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67607,0103,6 医療法人社団　安田医〒524-0021 077-582-8282医療法人社団　安田医安田　隆三郎 平15.11. 1循   呼   内  診療所
     院 守山市吉身一丁目１番９号 常　勤:    1院　理事長　安田　隆 所在地変 外   リハ 現存
     (医       1)三郎 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67707,0104,4 医療法人社団　守山三〒524-0022 077-583-8638医療法人社団　守山三丸山　照子 平16. 4. 1小   アレ 診療所
     愛小児科 守山市守山六丁目１８番５６号 常　勤:    2愛小児科　理事長　丸 所在地変 現存
     (医       2)山　剛 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67807,0107,7 柴田クリニック 〒524-0012 077-582-6207柴田　修行 柴田　修行 平17. 4.11内   外   神内診療所
     守山市播磨田町３０１６番地７ 常　勤:    1 新規 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4.11
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  67907,0110,1 滋賀県立総合病院 〒524-8524 077-582-5031滋賀県　滋賀県知事　一山　智 平17. 6. 1一般       535病院
     (07,3110,4) 守山市守山五丁目４番３０号 常　勤:  110三日月　大造 新規 他   神内 呼内現存
     (医     107) 平29. 6. 1外   整外 脳外
     (歯       3) 呼外 心外 形外
     非常勤:   61 ひ   婦   眼  
     (医      58) 耳い 皮   麻  
     (歯       3) リハ 病理 精  
     歯外 
     放射線診断科、
     放射線治療科、
     緩和ケア科、腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68007,0112,7 医療法人社団　山岡整〒524-0041 077-583-1122医療法人社団　山岡整山岡　弘明 平18. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科医院 守山市勝部一丁目１７番２８号 常　勤:    1形外科医院　理事長　 開設者変 他   外   現存
     (医       1)山岡　弘明 平30. 4. 1ペインクリニッ
     ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68107,0114,3 医療法人　やまもと小〒524-0045 077-581-2375医療法人　やまもと小山本　尚 平18. 4. 1小   内   アレ診療所
     児科 守山市金森町９５９番地 常　勤:    1児科　理事長　山本　 所在地変 現存
     (医       1)尚 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68207,0115,0 荒堀整形外科 〒524-0052 077-582-8885荒掘　資弥 荒堀　資弥 平18. 7. 1整外 リハ 診療所
     守山市大門町５６番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68307,0116,8 藤井内科 〒524-0004 077-582-2322藤井　義正 藤井　義正 平18. 9. 1内   循   小  診療所
     守山市笠原町１２３８番地 常　勤:    1 所在地変 心内 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68407,0119,2 久保婦人科 〒524-0002 077-583-8778久保　淑子 久保　淑子 平19. 1.30婦   診療所
     守山市小島町１０８２番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68507,0122,6 かいつぶり診療所 〒524-0022 077-514-1715社会福祉法人　滋賀県植松　潤治 平19. 5. 1リハ 小   内  診療所
     守山市守山町１６８番地１ 常　勤:    1障害児協会　理事長　 新規 リハビリテーシ現存
     (医       1)乗光　秀明 平25. 5. 1ョン科を第一標
     非常勤:    3 榜、以下第二標
     (医       3) 榜
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68607,0123,4 大橋内科医院 〒524-0014 077-585-5666医療法人　大橋内科医大橋　謙次 平19. 4. 1内   他   消  診療所
     守山市石田町２７５番地３ 常　勤:    1院　理事長　大橋　謙 開設者変 現存
     (医       1)次 平25. 4. 1
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  68707,0125,9 平家眼科クリニック 〒524-0012 077-581-3494医療法人　博慈会　理平家　美奈子 平19.10. 1眼   診療所
     守山市播磨田町４４７番地４ 常　勤:    1事長　平家　美奈子 開設者変 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68807,0127,5 医療法人さくら会　守〒524-0022 077-582-6577医療法人さくら会　守尾柳　知佐子 平20.10. 1内   神内 診療所
     山さくら内科クリニッ守山市守山３丁目１０番１３号 常　勤:    1山さくら内科クリニッ 開設者変 現存
     ク (医       1)ク　理事長　尾柳知佐 平26.10. 1
     非常勤:    1子
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68907,0128,3 守山こころのクリニッ〒524-0041 077-514-2262医療法人　碧水会　理明神　徹郎 平21. 4. 1心内 精   診療所
     ク 守山市勝部一丁目１番２１－２０常　勤:    2事長　明神徹郎 所在地変 現存
     ２号 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69007,0129,1 医療法人拓真会　つか〒524-0037 077-581-3387医療法人拓真会　理事塚本　哲也 平21. 9. 1耳い アレ 診療所
     もと耳鼻咽喉科 守山市梅田町１５番７号 常　勤:    1長　塚本　哲也 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69107,0130,9 津田内科医院 〒524-0042 077-582-3094津田　透 津田　透 平21.11. 1内   呼   診療所
     守山市焔魔堂町１５番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69207,0131,7 ますだ医院 〒524-0012 077-581-1634増田　卓也 増田　卓也 平22. 3. 1内   循   診療所
     守山市播磨田町１３０４番地２ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69307,0132,5 前川医院 〒524-0102 077-598-6288前川　直子 前川　直子 平22. 6. 1内   呼   診療所
     守山市水保町１２７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69407,0133,3 すずきクリニック 〒524-0033 077-582-0222鈴木　雅之 鈴木　雅之 平22.10. 1内   胃   外  診療所
     守山市浮気町１０５番地３ 常　勤:    1 新規 リハ こう 他  現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69507,0135,8 はたスポーツ整形クリ〒524-0013 077-516-8600医療法人はたスポーツ畑　正樹 平24. 5. 7整外 リハ 診療所
     ニック 守山市下之郷一丁目１５番８号 常　勤:    1整形クリニック　理事 所在地変 現存
     (医       1)長　畑　正樹 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69607,0136,6 なかにし皮フ科クリニ〒524-0041 077-583-4112中西　元 中西　元 平25.10. 1皮   診療所
     ック 守山市勝部６丁目３番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69707,0137,4 大橋医院 〒524-0014 077-585-0014森田　益次 森田　益次 平27. 4. 1内   診療所
     守山市石田町２３４番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69807,0139,0 かわひと内科クリニッ〒524-0041 077-582-0929川人　浩之 川人　浩之 平28. 6. 1循   内   他  診療所
     ク 守山市勝部３丁目１５番３１－２常　勤:    1 新規 循環器内科、心現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1臓リハビリテー
     ション
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69907,0140,8 西藤小児科こどもの呼〒524-0022 077-582-3110医療法人藤城会　理事西藤　成雄 平28. 9. 1小   アレ 診療所
     吸器・アレルギークリ守山市守山一丁目１２番１２号 常　勤:    1長　西藤　成雄 開設者変 現存
     ニック (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70007,0141,6 小森眼科クリニック 〒524-0045 077-581-1313小森　秀樹 小森　秀樹 平28.12. 1眼   診療所
     守山市金森町６００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70107,0142,4 医療法人德林クリニッ〒524-0022 077-514-3811医療法人德林クリニッ德林　昌樹 平28.12. 1内   消   診療所
     ク 守山市守山六丁目８－３ 常　勤:    1ク　理事長　德林　昌 開設者変 消化器内科 現存
     (医       1)樹 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70207,0143,2 はっとり皮フ科クリニ〒524-0041 077-599-0900服部　ゆかり 服部　ゆかり 平29. 4. 1皮   診療所
     ック 守山市勝部３丁目１５番３１－３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70307,0144,0 ヤザマ内科医院 〒524-0052 077-582-8627矢間　博貴 矢間　博貴 平29. 6. 1内   消   小  診療所
     守山市大門町５６－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70407,0145,7 医療法人叡智会　つつ〒524-0042 077-581-1187医療法人叡智会　理事堤　俊之 平29.10. 1耳い 診療所
     み耳鼻咽喉科 守山市焔魔堂町１１５－１ 常　勤:    1長　堤　俊之 開設者変 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70507,0146,5 せんぎく腎泌尿器科ク〒524-0045 077-596-5070千菊　敦士 千菊　敦士 平30. 5. 1一般 診療所
     リニック 守山市金森町５９８－１ 常　勤:    1 新規     一般     2現存
     (医       1) 平30. 5. 1ひ   内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70612,0019,4 社会福祉法人恩賜財団〒520-3046 077-552-1221社会福祉法人恩賜財団三木　恒治 昭37. 4. 1一般       387病院
     (12,3019,7) 　済生会滋賀県病院 栗東市大橋二丁目４番１号 常　勤:  127済生会支部滋賀県済生 更新 一般（感染） 現存
     (医     127)会　支部長　山田　光 平28. 4. 1             6
     非常勤:   43二 内   心内 神内
     (医      43) 精   呼内 小  
     外   整外 形外
     脳外 心外 皮  
     ひ   産   婦  
     眼   耳い リハ
     放   麻   病理
     救命 他   歯  
     消化器内科、循
     環器内科、腎臓
     内科、乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70712,0026,9 一般財団法人競馬共助〒520-3005 077-558-0039一般財団法人　競馬共勝浦　章知 昭44.12. 1内   外   整外診療所
     (12,3026,2) 会　栗東診療所 栗東市御園１０２８番地 常　勤:    3助会　会長　金田　裕 更新 リウ リハ 歯  現存
     (医       1)之 平29.12. 1
     (歯       2)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70812,0029,3 梅井外科・皮フ科クリ〒520-3015 077-553-6101梅井　孫好 梅井　孫好 昭51.11.25一般 診療所
     ニック 栗東市安養寺一丁目２番２５号 常　勤:    1 更新     一般     1現存
     (医       1) 平27.11.25整外 胃   外  
     非常勤:    1 こう 皮   麻  
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70912,0043,4 樋上循環器科・内科医〒520-3031 077-552-6617樋上　雅一 樋上　雅一 平元.11. 1循   内   診療所
     院 栗東市綣５丁目１番３４号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71012,0045,9 任医院 〒520-3014 077-552-5500任　書煌 任　書煌 平 3. 5.27内   消   麻  診療所
     栗東市川辺６１５番地 常　勤:    1 更新 小   現存
     (医       1) 平30. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71112,0047,5 医療法人社団　うつの〒520-3036 077-552-1888医療法人社団　うつの宇都宮　琢史 平 4. 5. 1小   診療所
     みや医院 栗東市十里１３６番地２ 常　勤:    1みや医院　理事長　宇 更新 現存
     (医       1)都宮　琢史 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71212,0054,1 医療法人社団　てはら〒520-3047 077-554-1112医療法人社団　てはら川崎　久樹 平 7. 9. 1内   小   外  診療所
     クリニック 栗東市手原五丁目６番１２号 常　勤:    2クリニック　理事長　 開設者変 現存
     (医       2)川崎　久樹 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71312,0055,8 こびらい生協診療所 〒520-3034 077-553-9696しが健康医療生活協同金城　明 平 8. 4.22内   診療所
     栗東市小平井三丁目２番２５号 常　勤:    1組合　理事長　金城　 新規 　 現存
     (医       1)明 平29. 4.22
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71412,0056,6 松下外科 〒520-3024 077-553-6655医療法人　松下クリニ松下　敝 平 8. 5. 1胃   放   内  診療所
     栗東市小柿六丁目１０番３７号 常　勤:    1ック　理事長　松下　 開設者変 整外 麻   外  現存
     (医       1)敝 平29. 5. 1こう 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71512,0058,2 清水整形外科医院 〒520-3026 077-554-2839清水　勉 清水　勉 平 8. 7.10整外 リウ リハ診療所
     栗東市下鈎１６３０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71612,0060,8 かのうクリニック 〒520-3031 077-554-2960加納　邦夫 加納　邦夫 平 8. 8. 8神内 精   内  診療所
     栗東市綣三丁目１０番２２号グレ常　勤:    1 新規 神   現存
     ーシィ栗東ビステージ２階 (医       1) 平29. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71712,0061,6 医療法人社団真下胃腸〒520-3035 077-553-1041医療法人社団　真下胃大槻　鉄郎 平 8. 9. 1内   胃   外  診療所
     科医院 栗東市霊仙寺一丁目１番５２号 常　勤:    1腸科医院　理事長　大 開設者変 整外 こう リハ現存
     (医       1)槻　鉄郎 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71812,0065,7 立石医院 〒520-3037 077-552-7267立石　博之 立石　博之 平 9. 2. 1消   内   診療所
     栗東市北中小路２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71912,0067,3 おがき耳鼻咽喉科 〒520-3024 077-552-8711医療法人　おがき耳鼻中西　佳寿子 平 9. 9. 1耳い 診療所
     栗東市小柿七丁目５番１０号 常　勤:    1咽喉科　理事長　中西 開設者変 現存
     (医       1)　佳寿子 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72012,0075,6 金沢整形外科クリニッ〒520-3016 077-553-0007医療法人　金沢整形外山本　亨 平12. 4. 1整外 リハ 診療所
     ク 栗東市小野８８１番地 常　勤:    1科クリニック　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　金沢　伸彦 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72112,0077,2 はなだ婦人クリニック〒520-3031 077-551-2175花田　芳郎 花田　芳郎 平12. 7. 7産婦 皮   内  診療所
     栗東市綣三丁目１０番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72212,0078,0 医療法人社団渡辺産婦〒520-3027 077-551-1331医療法人社団　渡辺産渡辺　恒久 平12.10. 1一般 診療所
     人科 栗東市野尻４３５番地 常　勤:    1婦人科　理事長　渡辺 新規     一般    15現存
     (医       1)　恒久 平24.10. 1産婦 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72312,0079,8 まるやま医院 〒520-3027 077-554-8881丸山　啓介 丸山　啓介 平13. 8. 1内   胃   外  診療所
     栗東市野尻５９０番地あかつきビ常　勤:    1 新規 こう 現存
     ル１階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72412,0080,6 ふじもと医院 〒520-3035 077-554-2528医療法人社団　ふじも藤本　浩 平14. 5. 1内   皮   ひ  診療所
     栗東市霊仙寺一丁目２番１９号　常　勤:    1と医院　理事長　藤本 開設者変 アレ 現存
     ＥＳＰＯ栗東２０４ (医       1)　浩 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72512,0081,4 医療法人秀明会　増田〒520-3035 077-551-5085医療法人　秀明会　増増田　明俊 平14. 6. 1眼   診療所
     眼科 栗東市霊仙寺一丁目２番１９号エ常　勤:    1田眼科　理事長　増田 開設者変 現存
     スポ栗東１０１号 (医       1)　明俊 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72612,0091,3 ひえだ医院 〒520-3042 077-551-5388医療法人　ひえだ医院稗田　弘一 平18. 4. 1内   循   小  診療所
     栗東市辻２５１番地５ 常　勤:    1　理事長　稗田　弘一 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72712,0092,1 まがらクリニック 〒520-3036 077-551-1500麻柄　達夫 麻柄　達夫 平18. 9.15循   内   外  診療所
     栗東市十里８３番地３ 常　勤:    1 新規 放   心外 現存
     (医       1) 平24. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72812,0093,9 あらき内科クリニック〒520-3015 077-553-4447新木　真一 新木　真一 平19. 2. 1内   診療所
     栗東市安養寺一丁目１番２０号ラ常　勤:    1 新規 現存
     フィーネ栗東安養寺１０１号 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72912,0094,7 医療法人明照会　栗東〒520-3047 077-553-3123医療法人　明照会　理遠藤　繁 平19. 4. 1内   循   呼  診療所
     ピースクリニック 栗東市手原三丁目１１番２号 常　勤:    1事長　遠藤　繁 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73012,0095,4 栗東なす耳鼻咽喉科 〒520-3026 077-554-8714那須　準子 那須　準子 平19. 6.28耳い アレ 診療所
     栗東市下鈎８６４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73112,0096,2 だんの皮フ科クリニッ〒520-3031 077-551-1706段野　貴一郎 段野　貴一郎 平20. 1. 5皮   診療所
     ク 栗東市綣一丁目１０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73212,0098,8 きづきクリニック 〒520-3012 077-553-8051田邉　野百合 田 　野百合 平20.10. 1内   外   消  診療所
     栗東市岡１９５番地１ 常　勤:    1 所在地変 麻   現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73312,0099,6 栗東はた内科医院 〒520-3032 077-554-5550畑　和憲 畑　和憲 平21. 9. 1内   消   診療所
     栗東市苅原字砂田２３３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73412,0100,2 医療法人社団　三愛小〒520-3024 077-553-6656医療法人社団　三愛小福井　徹哉 平21. 8. 1小   アレ 診療所
     児科診療所 栗東市小柿六丁目１０番２号 常　勤:    1児科診療所　理事長　 所在地変 現存
     (医       1)福井　徹哉 平27. 8. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73512,0101,0 ふれあい診療所 〒520-3016 077-552-7211中浦　雅文 中浦　雅文 平21.10. 1内   循   胃  診療所
     栗東市小野１７８ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73612,0102,8 パームこどもクリニッ〒520-3027 077-551-2110医療法人パームこども宇野　正章 平23.11. 1小   アレ 精  診療所
     ク 栗東市野尻４４０番地 常　勤:    2クリニック　理事長　 開設者変 心内 現存
     (医       2)宇野　正章 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73712,0103,6 ちばレディースクリニ〒520-3024 077-551-5383医療法人　ちばレディ千葉　隆史 平24. 7.17一般        14診療所
     ック 栗東市小柿五丁目１３番２号 常　勤:    1ースクリニック　理事 所在地変 産婦 内   現存
     (医       1)長　千葉　隆史 平24. 7.17
     非常勤:    1
     (医       1)
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  73812,0104,4 びわこ皮フ科 〒520-3024 077-554-4165医療法人　白兎会　理田澤　隆広 平25. 5. 1皮   診療所
     栗東市小柿十丁目１６番１４号 常　勤:    1事長　田澤　隆広 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73912,0105,1 医療法人ごとう医院 〒520-3005 077-559-2782医療法人ごとう医院　後藤　秀夫 平25.10. 1内   消   循  診療所
     栗東市御園１８２９番地１ 常　勤:    1理事長　後藤　秀夫 開設者変 アレ 現存
     (医       1) 平25.10. 1消化器内科　循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74012,0106,9 くさか眼科 〒520-3031 077-584-4412日下　利和 日下　利和 平26. 6. 1眼   診療所
     栗東市綣２丁目４番５号ウイング常　勤:    1 新規 現存
     プラザ１Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74112,0107,7 湖南広域休日急病診療〒520-3046 077-551-1300湖南広域行政組合　管宇都宮　琢史 平26. 4.13内   小   診療所
     所 栗東市大橋二丁目７番３号 常　勤:    1理者　橋川　渉 所在地変 現存
     (医       1) 平26. 4.13
     非常勤:  164
     (医     164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74212,0108,5 栗東よしおか小児科 〒520-3031 077-596-3700医療法人栗東よしおか吉岡　誠一郎 平27. 4. 1小   他   診療所
     栗東市綣三丁目５番１７号 常　勤:    1小児科　理事長　吉岡 新規 他＝小児神経内現存
     (医       1)　誠一郎 平27. 4. 1科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74312,0109,3 ＫＫＣウエルネス栗東〒520-3016 077-551-0500一般財団法人　近畿健西村　明芳 平27. 8. 1内   診療所
     健診クリニック 栗東市小野５０１－１ 常　勤:    3康管理センター　理事 新規 現存
     (医       3)長　木村　隆 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74412,0110,1 にしかわ整形外科クリ〒520-3031 077-551-2451西川　淳一 西川　淳一 平29. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 栗東市綣２丁目４番５号　ウイン常　勤:    1 新規 形外 現存
     グプラザ１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74512,0111,9 栗東えりこ内科クリニ〒520-3005 077-576-5551増田　江利子 増田　江利子 平29. 4. 1内   他   皮  診療所
     ック 栗東市御園８４６－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74612,0112,7 ありかた耳鼻咽喉科 〒520-3015 077-596-3302有方　雅彦 有方　雅彦 平29. 6. 1耳い アレ 診療所
     栗東市安養寺三丁目１１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74712,0113,5 医療法人　片岡クリニ〒520-3015 077-554-7415医療法人　片岡クリニ片岡　晃 平29.10. 1ひ   皮   アレ診療所
     ック 栗東市安養寺８丁目１番３３号ナ常　勤:    1ック　理事長　片岡　 開設者変 現存
     カザワメディカルビル２階 (医       1)晃 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74812,0114,3 耳鼻咽喉科岩崎医院 〒520-3035 077-552-8719岩﨑　克充 岩崎　克充 平30. 1. 1耳い 診療所
     栗東市霊仙寺一丁目１番３２号　常　勤:    1 開設者変 現存
     カサベルデ１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74913,0050,7 医療法人社団御上会　〒520-2331 077-587-1332医療法人社団　御上会岡田　裕作 昭44. 1. 1一般       199病院
     野洲病院 野洲市小篠原１０９４番地 常　勤:   20　理事長　渡邉　信介 更新 内   小   産婦現存
     (医      20) 平29. 1. 1整外 眼   放  
     非常勤:   60 こう 外   神内
     (医      60) 耳い 皮   呼  
     消   循   脳外
     リハ 麻   ひ  
     他   
     他　糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75013,0059,8 緑王診療所 〒520-2333 077-588-0572堀部　輝彦 堀部　輝彦 昭52. 6. 1内   循   放  診療所
     野洲市栄３１番３号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75113,0063,0 伊藤整形外科 〒520-2343 077-586-1085伊藤　哲 伊藤　哲 昭26. 2. 5整外 リウ リハ診療所
     野洲市大畑１４番１２号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 2. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75213,0067,1 平田医院 〒520-2323 077-588-2111平田　利邦 平田　利邦 昭60.12. 3内   婦   小  診療所
     野洲市三上１９３７番地１４ 常　勤:    1 更新 リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75313,0068,9 医療法人　森野内科胃〒520-2361 077-587-3636医療法人　森野内科胃森野　平 昭63. 3. 1内   胃   循  診療所
     腸科 野洲市北野一丁目１９番３３号 常　勤:    1腸科　理事長　森野　 更新 放   現存
     (医       1)平 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75413,0069,7 医療法人　ほりで医院〒520-2353 077-587-1601医療法人　ほりで医院堀出　直樹 昭63. 8. 1内   外   小  診療所
     野洲市久野部１番１５号 常　勤:    1　理事長　堀出　直樹 更新 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75513,0070,5 田中医院 〒520-2434 077-589-2113太田　光 太田　光 昭63. 8. 1内   神内 診療所
     野洲市比江８１６番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75613,0075,4 南医院 〒520-2413 077-589-5061南　喜幸 南　喜幸 平 4.10. 5内   小   循  診療所
     野洲市吉地１４１２番地 常　勤:    1 更新 皮   消   現存
     (医       1) 平28.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75713,0076,2 もりおか小児科医院 〒520-2323 077-586-4900森岡　義仁 森岡　義仁 平 5. 4.12小   内   診療所
     野洲市三上２１１２番地９ 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75813,0077,0 医療法人　本田医院 〒520-2324 077-588-3500医療法人本田医院　理本田　弘 平 5. 6. 1内   小   放  診療所
     野洲市近江富士二丁目５番２号 常　勤:    1事長　本田　亘 更新 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75913,0079,6 北村眼科 〒520-2341 077-588-4340北村　善彦 北村　善彦 平 7. 4. 1眼   内   診療所
     野洲市行畑一丁目１２番６号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76013,0080,4 医療法人社団　すぎや〒520-2331 077-586-1218医療法人社団　すぎや杉山　健二 平 8. 5. 1内   消   循  診療所
     ま内科 野洲市小篠原１９７４番地１ 常　勤:    1ま内科　理事長　杉山 開設者変 小   現存
     (医       1)　健二 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76113,0083,8 医療法人社団　たちい〒520-2353 077-588-0141医療法人社団　たちい立入　利晴 平10. 5. 1小   内   診療所
     り小児科医院 野洲市久野部１９８番地１ 常　勤:    1り小児科医院　理事長 開設者変 現存
     (医       1)　立入　利晴 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76213,0085,3 吉田クリニック 〒520-2362 077-588-5080吉田　慎太郎 吉田　慎太郎 平11.10. 1内   循   呼  診療所
     野洲市市三宅２７３２番地 常　勤:    1 新規 皮   胃   小  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76313,0087,9 湖南病院 〒520-2433 077-589-5155医療法人　周行会　理木田　孝太郎 平12. 3. 1精神       116病院
     野洲市八夫２０７７番地 常　勤:    5事長　木田　孝太郎 所在地変 精   心内 現存
     (医       5) 平30. 3. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76413,0088,7 澤田医院 〒520-2351 077-588-5855澤田　正史 澤田　正史 平12. 5. 8内   小   リハ診療所
     野洲市冨波甲１０８７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 8
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  76513,0089,5 かねこ整形外科 〒520-2353 077-588-6060金子　裕一郎 金子　裕一郎 平12. 7.25整外 リウ リハ診療所
     野洲市久野部１９１番地１、１９常　勤:    1 新規 現存
     ２番地４ (医       1) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76613,0091,1 山田クリニック 〒520-2362 077-518-0355山田　紀彦 山田　紀彦 平13. 4.14内   胃   こう診療所
     野洲市市三宅２７２５番地 常　勤:    1 新規 外   皮   現存
     (医       1) 平25. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76713,0092,9 なかにし耳鼻咽喉科 〒520-2331 077-586-3341中西　豊 中西　豊 平13. 4. 1耳い アレ 診療所
     野洲市小篠原１０３３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76813,0093,7 医療法人　吉川医院 〒524-0201 077-589-3901医療法人　吉川医院　吉川　明 平13.10. 1外   整外 胃  診療所
     野洲市吉川９２８番地 常　勤:    2理事長　吉川　明 開設者変 皮   麻   現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76913,0097,8 びわこ学園医療福祉セ〒520-2321 077-587-1144社会福祉法人　びわこ高野　知行 平16. 3. 1一般       102病院
     ンター野洲 野洲市北桜９７８番地２ 常　勤:    3学園　理事長　山﨑　 所在地変 療養        41療養病床
     (医       3)正策 平28. 3. 1小   内   リハ現存
     非常勤:   18 精   
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77013,0098,6 宮本整形外科 〒520-2331 077-586-2457医療法人　こまくさ会宮本　敏広 平16. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     野洲市小篠原９５８番地３ 常　勤:    1　理事長　宮本　敏広 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77113,0099,4 医療法人　藤井医院 〒520-2362 077-586-5848医療法人　藤井医院　藤井　一壽 平16. 4. 1外   整外 内  診療所
     野洲市市三宅２４８０番地 常　勤:    1理事長　藤井　一壽 所在地変 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77213,0101,8 やすだ眼科 〒520-2361 077-586-3020安田　美代子 安田　美代子 平17. 4. 1眼   診療所
     野洲市北野一丁目１番８号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77313,0102,6 ちかもち内科医院 〒520-2331 077-518-0511近持　信男 近持　信男 平17. 6. 7内   消   皮  診療所
     野洲市小篠原２２０８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77413,0103,4 医療法人　山地内科 〒520-2323 077-586-8708医療法人　山地内科　山地　尚 平18. 4. 1内   呼内 循  診療所
     野洲市三上２７９番地１ 常　勤:    1理事長　山地　尚 開設者変 循＝循環器内科現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  77513,0104,2 医療法人　桜井皮ふ科〒520-2353 077-518-0606医療法人　桜井皮ふ科桜井　健晴 平18. 4. 1皮   アレ 診療所
     医院 野洲市久野部１９２番地１ 常　勤:    1医院　理事長　桜井　 開設者変 現存
     (医       1)健晴 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77613,0105,9 えとうクリニック 〒520-2413 077-575-8808衞藤　信之 衞藤　信之 平18.12. 4内   小   消  診療所
     野洲市吉地１１９３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77713,0106,7 野村内科医院 〒520-2331 077-587-0066医療法人社団　医真会野村　哲 平19. 8. 1内   他   診療所
     野洲市小篠原２１７７番地 常　勤:    1　理事長　野村　哲 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77813,0107,5 希望が丘クリニック 〒520-2362 077-586-4103木村　俊雄 木村　俊雄 平20. 5. 1一般 診療所
     野洲市市三宅２３５４番地 常　勤:    2 新規     一般    19現存
     (医       2) 平26. 5. 1産婦 小   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77913,0108,3 髙田クリニック 〒520-2341 077-535-1528髙田　宏和 髙田　宏和 平20. 9. 1内   外   皮  診療所
     野洲市行畑７３６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78013,0109,1 甲原医院 〒520-2331 077-587-0070甲原　一郎 甲原　一郎 平20.12. 1内   循   消  診療所
     野洲市小篠原２０５７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78113,0112,5 医療法人白井医院 〒520-2304 077-587-0125医療法人白井医院　理白井　博志 平22. 5. 1内   放   診療所
     野洲市永原１８３３番地１ 常　勤:    2事長　白井　博志 所在地変 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78213,0113,3 医療法人　翔誠会　お〒520-2304 077-588-0084医療法人　翔誠会　理大橋　誠治 平25.10. 1他   診療所
     おはし腎透析クリニッ野洲市永原１８３３番４ 常　勤:    1事長　大橋　誠治 開設者変 現存
     ク (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78313,0115,8 医療法人　遠田整形外〒520-2362 077-518-0220医療法人　遠田整形外遠田　秀起 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     科 野洲市市三宅字足ノ堂２３３９番常　勤:    1科　理事長　遠田　秀 開設者変 現存
     地１ (医       1)起 平26. 4. 1
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  78413,0117,4 たけだ眼科 〒520-2351 077-518-0222医療法人グリーンスウ武田　晴信 平28. 2. 1眼   診療所
     野洲市冨波甲１０８６番地５ 常　勤:    1ォード　理事長　山上 新規 現存
     (医       1)　和良 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78513,0118,2 岸本産婦人科 〒520-2361 077-586-1821岸本　善文 岸本　善文 平29. 3. 1療養 診療所
     野洲市北野１丁目１５番３５号 常　勤:    1 開設者変     療養    18現存
     (医       1) 平29. 3. 1産婦 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78613,0119,0 うえだこどもクリニッ〒520-2331 077-596-3751上田　達哉 上田　達哉 平29. 6. 1小   診療所
     ク 野洲市小篠原８６９番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78713,0120,8 おかもと耳鼻咽喉科ク〒520-2362 077-518-0880医療法人おかもと耳鼻岡本　康太郎 平30. 4. 1耳い 診療所
     リニック 野洲市市三宅２３３９－４番地 常　勤:    1咽喉科クリニック　理 開設者変 現存
     (医       1)事長　岡本　康太郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78814,0024,0 滋賀県甲賀保健所 〒528-8511 0748-63-6111滋賀県　滋賀県知事　嶋村　清志 昭32. 7. 1内   診療所
     甲賀市水口町水口６２００番地 常　勤:    1三日月　大造 更新 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78914,0025,7 一般社団法人　水口病〒528-0031 0748-62-1212一般社団法人　水口病青木　治亮 昭32.10. 1精神       407病院
     院 甲賀市水口町本町二丁目２番４３常　勤:   10院　理事長　青木　建 更新 精   心内 内  現存
     号 (医      10)亮 平29.10. 1他   
     非常勤:   13 他＝老年精神科
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79014,0094,3 甲賀中央診療所 〒520-3426 0748-88-5106大月　章三 大月　章三 昭45. 4. 1内   外   診療所
     甲賀市甲賀町田堵野９１６番地４常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79114,0121,4 医療法人　岩谷医院 〒528-0024 0748-62-0053医療法人　岩谷医院　斉藤　康晴 昭63. 3. 1内   循   消  診療所
     甲賀市水口町中邸２番１０号 常　勤:    2理事長　岩谷　良政 更新 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79214,0130,5 医療法人川端医院 〒528-0234 0748-67-0018医療法人川端医院　理川端　真紀夫 平 2. 1. 1内   小   診療所
     甲賀市土山町徳原４５１番地 常　勤:    1事長　川端　真紀夫 更新 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79314,0132,1 中西医院 〒528-0211 0748-66-0712中西　二 中西　二 平 2. 3. 6内   小   診療所
     甲賀市土山町北土山１４３３番地常　勤:    1 更新 現存
     ２ (医       1) 平29. 3. 6
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  79414,0133,9 医療法人社団布留クリ〒520-3301 0748-86-3135医療法人社団布留クリ布留　守敏 平 2. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 甲賀市甲南町寺庄１０９８番地 常　勤:    2ニック　理事長　布留 更新 内   消   外  現存
     (医       2)　守敏 平29. 9. 1皮   放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79514,0134,7 医療法人　山田外科医〒528-0032 0748-62-0893医療法人　山田外科医山田　秀樹 平 2.10. 1外   内   整外診療所
     院 甲賀市水口町八坂２番２９号 常　勤:    1院　理事長　山田　秀 更新 皮   麻   現存
     (医       1)樹 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79614,0141,2 医療法人社団　太田医〒528-0042 0748-63-3553医療法人社団　太田医太田　志朗 平 3.10. 1小   内   アレ診療所
     院 甲賀市水口町虫生野中央８１番地常　勤:    1院　理事長　太田　志 更新 現存
     ２ (医       1)朗 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79714,0142,0 古西医院 〒520-3436 0748-88-5575古西　博明 古西　博明 平 4. 1. 1内   小   診療所
     甲賀市甲賀町拝坂８３３番地１４常　勤:    1 更新 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79814,0151,1 医療法人　こんどう医〒528-0007 0748-63-0530医療法人　こんどう医近藤　和典 平 7. 2. 1内   外   整外診療所
     院 甲賀市水口町新城６９６番地 常　勤:    1院　理事長　近藤　和 更新 リハ 小   現存
     (医       1)典 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79914,0153,7 医療法人親愛レディー〒528-0041 0748-63-3321医療法人　親愛レディ吉治　修市 平 7.11. 1産婦 診療所
     スクリニック 甲賀市水口町虫生野１０９８番地常　勤:    1ースクリニック　理事 開設者変 現存
     １ (医       1)長　吉治　修市 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80014,0154,5 医療法人　今村医院 〒520-3322 0748-86-2119医療法人　今村医院　今村　陽一 平 9. 6. 1内   消   心内診療所
     甲賀市甲南町深川２２０１番地 常　勤:    1理事長　今村　陽一 開設者変 小   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80114,0162,8 医療法人社団仁生会　〒520-3321 0748-86-3131医療法人社団仁生会　渡田　正二 平11. 8. 1一般       100病院
     甲南病院 甲賀市甲南町葛木９５８番地 常　勤:   13理事長　古倉　みのり 所在地変 療養        99療養病床
     (医      13) 平29. 8. 1内   消   循  現存
     非常勤:   33 外   整外 心外
     (医      33) 放   麻   神内
     他   婦   こう
     形外 呼内 呼外
     消化器内科、循
     環器内科、消化
     器外科、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80214,0165,1 医療法人　寺井医院 〒520-3332 0748-86-1112医療法人　寺井医院　寺井　繁勝 平12. 4. 1内   小   呼内診療所
     甲賀市甲南町希望ケ丘本町六丁目常　勤:    1理事長　寺井　繁勝 開設者変 現存
     ８５７番８１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80314,0169,3 中川内科医院 〒528-0005 0748-65-5410中川　雅夫 中川　雅夫 平12. 6. 1内   消   診療所
     甲賀市水口町水口５５４６番地４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80414,0172,7 医療法人社団　村上整〒528-0041 0748-63-7751医療法人社団　村上整村上　元庸 平13. 4. 1整外 外   リウ診療所
     形外科クリニック 甲賀市水口町虫生野１０９５番地常　勤:    2形外科クリニック　理 開設者変 リハ 現存
     ４ (医       2)事長　村上　元庸 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80514,0173,5 医療法人社団　平川ク〒528-0036 0748-63-6373医療法人社団　平川ク平川　一典 平13. 5. 1外   内   消  診療所
     リニック 甲賀市水口町東名坂１８４番地２常　勤:    1リニック　理事長　平 開設者変 整外 リハ 現存
     (医       1)川　一典 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80614,0175,0 あん医院 〒528-0042 0748-65-6884安田　昌徳 安田　昌徳 平14. 4. 1ひ   皮   診療所
     甲賀市水口町虫生野中央１１９番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80714,0177,6 医療法人　高志会　竹〒520-3307 0748-86-8205医療法人　高志会　竹竹内　賢治 平14. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     内リウマチ科整形外科甲賀市甲南町野尻７７番地１ 常　勤:    1内整形外科　理事長　 開設者変 現存
     (医       1)竹内　賢治 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80814,0180,0 しがらきクリニック 〒529-1851 0748-82-7833松野　修一 松野　修一 平15. 4. 1内   外   循  診療所
     甲賀市信楽町長野６１９－１ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80914,0181,8 のざき医院 〒529-1851 0748-82-7887野﨑　昭彦 野﨑　昭彦 平15. 4.14内   診療所
     甲賀市信楽町長野１３３５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81014,0182,6 かなじ耳鼻咽喉科 〒528-0005 0748-63-8733金地　明星 金地　明星 平15. 7. 1耳い アレ 診療所
     甲賀市水口町水口字樫の実５９９常　勤:    1 所在地変 現存
     ３番地１ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81114,0192,5 甲賀市立　信楽中央病〒529-1851 0748-82-0249甲賀市　甲賀市長　岩中島　恭二 平16.10. 1一般        40病院
     院 甲賀市信楽町長野４７３番地 常　勤:    5永　裕貴 開設者変 内   外   小  現存
     (医       5) 平28.10. 1循   整外 眼  
     非常勤:    9 リハ 
     (医       9) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81214,0193,3 甲賀市立信楽中央病院〒529-1821 0748-85-0001甲賀市　甲賀市長　岩山口　智博 平16.10. 1内   外   小  診療所
     　多羅尾出張診療所 甲賀市信楽町多羅尾２０１４番地常　勤:    1永　裕貴 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81314,0194,1 甲賀市立信楽中央病院〒529-1842 0748-82-0249甲賀市　甲賀市長　岩田丸　大 平16.10. 1内   外   小  診療所
     　朝宮出張診療所 甲賀市信楽町下朝宮２７番地 常　勤:    1永　裕貴 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81414,0195,8 甲賀市立信楽中央病院〒529-1814 0748-82-0249甲賀市　甲賀市長　岩今枝　加奈子 平16.10. 1内   外   小  診療所
     　田代出張診療所 甲賀市信楽町田代６１９番地 常　勤:    1永　裕貴 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81514,0196,6 水口眼科医院 〒528-0032 0748-62-0840塩澤　正樹 塩澤　正樹 平16.11. 1眼   診療所
     甲賀市水口町八坂３番６５号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81614,0197,4 医療法人社団ゆずりは〒528-0012 0748-65-0121医療法人社団　ゆずり田中　直人 平16.11. 1小   診療所
     会　たなか小児科医院甲賀市水口町暁２番３号 常　勤:    1は会　理事長　田中　 開設者変 現存
     (医       1)直人 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81714,0198,2 医療法人尚友会　速水〒528-0058 0748-65-3211医療法人　尚友会　理速水　雅尚 平17. 4. 1内   外   脳外診療所
     医院 甲賀市水口町北泉１丁目１２８番常　勤:    1事長　速水　雅尚 開設者変 リハ 現存
     地 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81814,0202,2 医療法人　深井クリニ〒528-0064 0748-65-4100医療法人　深井クリニ深井　大輔 平17.10. 1内   循   呼  診療所
     ック 甲賀市水口町伴中山３８０２番地常　勤:    1ック　理事長　深井　 開設者変 小   皮   リハ現存
     (医       1)大輔 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81914,0203,0 佐藤眼科 〒528-0035 0748-63-5234佐藤　友哉 佐藤　友哉 平19. 5. 1眼   診療所
     甲賀市水口町名坂７８１番地１ 常　勤:    2 所在地変 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82014,0204,8 うだ医院 〒528-0211 0748-66-1050医療法人　うだ医院　宇田　勝弘 平19.10. 1内   小   消  診療所
     甲賀市土山町北土山１６８４番地常　勤:    1理事長　宇田　勝弘 開設者変 放   現存
     １ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82114,0205,5 かりゆしクリニック 〒528-0235 東　理 東　理 平19.12. 1内   皮   小  診療所
     甲賀市土山町大野４０１番地 常　勤:    1 新規 心内 精   現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82214,0206,3 甲賀市立みなくち診療〒528-0049 0748-62-3346甲賀市　甲賀市長　岩宮内　喜男 平20. 4. 1内   他   小  診療所
     所 甲賀市水口町貴生川２９３番地 常　勤:    2永　裕貴 その他 整外 リハ 療養病床
     (医       2) 平26. 4. 1他＝消化器内科現存
     非常勤:   15 、循環器内科、
     (医      15) 糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82314,0207,1 ハートクリニックここ〒520-3307 0748-86-0011相馬　彰 相馬　彰 平21. 4. 1一般 診療所
     ろ 甲賀市甲南町野尻４１１番地 常　勤:    1 新規     一般    19現存
     (医       1) 平27. 4. 1内   循   心外
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82414,0208,9 つばさクリニック 〒528-0033 0748-63-7766鶴山　幸喜 鶴山　幸喜 平22.11. 1内   循   小  診療所
     甲賀市水口町綾野３－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82514,0210,5 浅田クリニック 〒528-0036 0748-69-7755浅田　佳邦 浅田　佳邦 平23. 6. 1呼内 アレ リハ診療所
     甲賀市水口町東名坂２２６－１ 常　勤:    1 新規 耳い 内   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82614,0212,1 医療法人みのり会　濱〒528-0005 0748-65-3737医療法人みのり会　理濱田　浩明 平23.11. 1一般         9診療所
     田クリニック 甲賀市水口町水口５９９２番地１常　勤:    1事長　濱田　浩明 開設者変 産   婦   現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82714,0213,9 隠岐医院 〒520-3405 0748-88-4072隠岐　良達 隠岐　良達 平24. 1. 1内   小   消  診療所
     甲賀市甲賀町隠岐２０８９番地 常　勤:    1 開設者変 麻   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82814,0214,7 公立甲賀病院 〒528-0074 0748-62-0234公立甲賀病院組合　管清水　和也 平25. 4. 1一般       409病院
     (14,3214,0) 甲賀市水口町松尾１２５６番地 常　勤:   66理者　谷畑　英吾 所在地変 一般（感染） 現存
     (医      63) 平25. 4. 1             4
     (歯       3) 内   神内 循  
     非常勤:  102 他   消   呼  
     (医      98) 外   呼外 心外
     (歯       4) 小   整外 リウ
     麻   脳外 ひ  
     眼   産婦 耳い
     皮   形外 放  
     リハ 病理 歯  
     矯歯 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82914,0215,4 木村医院 〒528-0041 0748-62-2143木村　一博 木村　一博 平25. 5. 1内   循   他  診療所
     甲賀市水口町虫生野１０１５番９常　勤:    1 所在地変 心内 小   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83014,0216,2 田代外科・整形外科医〒528-0056 0748-62-0635医療法人社団田代外科田代　広尚 平25.12. 1整外 外   リハ診療所
     院 甲賀市水口町泉１２７２番地 常　勤:    1・整形外科医院　理事 開設者変 放   現存
     (医       1)長　田代　広尚 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83114,0219,6 甲南眼科 〒520-3308 0748-69-5505井島　広規 井島　広規 平27. 7. 1眼   診療所
     甲賀市甲南町野田５５１番５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83214,0220,4 医療法人ますだ内科医〒520-3432 0748-88-2277医療法人ますだ内科医増田　清博 平27.10. 1内   診療所
     院 甲賀市甲賀町滝２２３１番地１ 常　勤:    1院　理事長　増田　清 開設者変 現存
     (医       1)博 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83314,0221,2 皮ふ科クリニックみな〒528-0029 0748-65-2220医療法人グリーンスウ笹田　昌宏 平28. 4. 1皮   診療所
     くち 甲賀市水口町南林口４９番地 常　勤:    1ォード　理事長　山上 新規 現存
     (医       1)　和良 平28. 4. 1
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  83414,0222,0 和田耳鼻咽喉科医院 〒528-0017 0748-64-1133和田　義正 和田　義正 平28. 8. 3耳い 診療所
     甲賀市水口町京町６番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83514,0223,8 むらき眼科 〒529-1851 0748-78-0077村木　早苗 村木　早苗 平29. 5. 1眼   診療所
     甲賀市信楽町長野１３６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83614,0224,6 みなくち内科・消化器〒528-0029 0748-63-2100医療法人グリーンスウ盧　彰伸（吉村彰伸）平29. 6. 1内   消   診療所
     内科 甲賀市水口町南林口４７番地２ 常　勤:    1ォード　理事長　山上 新規 消化器内科 現存
     (医       1)　和良 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83714,0225,3 やまもと内科・外科ク〒528-0042 0748-62-9559医療法人やまもと内科山元　俊行 平29.10. 1内   外   他  診療所
     リニック 甲賀市水口町虫生野中央１１１番常　勤:    2・外科クリニック　理 開設者変 消   こう リハ現存
     地 (医       2)事長　山元　俊行 平29.10. 1消化器内科、肛
     門外科　他＝糖
     尿病内科、内分
     泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83815,0049,4 竜王町国民健康保険診〒520-2531 0748-57-0610竜王町　竜王町長　西雨森　正記 昭58. 3. 1内   小   診療所
     療所 蒲生郡竜王町山之上１２４７番地常　勤:    4田　秀治 更新 現存
     ２ (医       4) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83915,0055,1 河村医院 〒529-1644 0748-52-0072河村　英生 河村　英生 昭61. 7. 1内   小   診療所
     蒲生郡日野町内池３７２番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84015,0057,7 医療法人社団昴会　日〒529-1642 0748-53-1201医療法人社団　昻会　花澤　一芳 昭60. 4. 8一般       110病院
     (15,3057,0) 野記念病院 蒲生郡日野町上野田２００番地１常　勤:   21理事長　相馬　俊臣 更新 療養        40療養病床
     (医      19) 平30. 4. 1内   消   循  現存
     (歯       2) 小   外   他  
     非常勤:   80 整外 婦   眼  
     (医      77) 皮   ひ   耳い
     (歯       3) 脳外 形外 放  
     麻   美外 リハ
     病理 歯   歯外
     救命 
     消＝消化器内科
     、循＝循環器内
     科、他＝乳腺外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84115,0059,3 医療法人社団　朝日医〒529-1603 0748-52-0057医療法人社団　朝日医朝日　晋 平 4.11. 1内   放   小  診療所
     院 蒲生郡日野町大窪１０１０番地１常　勤:    2院　理事長　朝日　晋 更新 皮   現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84215,0060,1 にしぶち医院 〒520-2561 0748-58-2932西淵　繁夫 西淵　繁夫 平 5. 4. 1内   ひ   小  診療所
     蒲生郡竜王町須恵８１４番地９３常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84315,0061,9 岡診療所 〒529-1602 0748-53-1155岡　藤太郎 岡　藤太郎 平 6. 5. 1外   内   小  診療所
     蒲生郡日野町河原一丁目１０番地常　勤:    1 更新 整外 こう 皮  現存
     (医       1) 平30. 5. 1麻   
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84415,0065,0 医療法人社団　弓削メ〒520-2501 0748-57-1141医療法人社団　弓削メ雨森　正記 平11.10. 1内   小   診療所
     ディカルクリニック 蒲生郡竜王町弓削１８２５番地 常　勤:    8ディカルクリニック　 開設者変 現存
     (医       8)理事長　雨森　正記 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84515,0072,6 あいさか小児科 〒529-1601 0748-53-8139医療法人　あいさか小相坂　明 平18. 4. 1小   内   アレ診療所
     蒲生郡日野町松尾二丁目８８番地常　勤:    1児科　理事長　相坂　 開設者変 現存
     ７ (医       1)明 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84615,0074,2 鎌掛診療所 〒529-1631 0748-52-0615松村　昭彦 松村　昭彦 平20. 2. 1内   小   診療所
     蒲生郡日野町鎌掛２２９２番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84715,0076,7 しもいけメディカルク〒529-1601 0748-53-2324医療法人しもいけメデ下池　仁志 平22.10. 1内   循   呼  診療所
     リニック 蒲生郡日野町松尾五丁目５９番地常　勤:    1ィカルクリニック　理 開設者変 リウ 小   現存
     ３ (医       1)事長　下池　仁志 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84815,0077,5 よこた眼科クリニック〒529-1601 0748-52-1341医療法人扶佐会　理事横田　順子 平22.10. 1眼   診療所
     蒲生郡日野町大字松尾１１８９番常　勤:    1長　横田　順子 開設者変 現存
     地 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84915,0078,3 石塚内科クリニック 〒520-2552 0748-58-0025石塚　泉 石塚　泉 平24. 2. 1内   消   診療所
     蒲生郡竜王町小口１６５８番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85015,0080,9 医療法人　どひ整形外〒529-1601 0748-52-8880医療法人　どひ整形外土肥　潤二 平26. 6. 1整外 外   内  診療所
     科クリニック 蒲生郡日野町松尾３丁目１番１号常　勤:    1科クリニック　理事長 所在地変 皮   リウ リハ現存
     (医       1)　土肥　潤二 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85115,0081,7 医療法人かりもと整形〒520-2552 0748-28-1100医療法人かりもと整形仮元　幹雄 平27.10. 1整外 リウ リハ診療所
     外科クリニック 蒲生郡竜王町大字小口１６５８番常　勤:    1外科クリニック　理事 開設者変 他   現存
     地１ (医       1)長　仮元　幹雄 平27.10. 1他＝ペインクリ
     ニック外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85217,0043,3 野口小児科 〒529-1315 0749-42-3050野口　周三 野口　周三 昭50. 1. 1小   内   診療所
     愛知郡愛荘町沓掛３８８番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85317,0052,4 上林医院 〒529-1235 0749-37-2003上林　俊明 上林　俊明 平 6.10. 1内   小   診療所
     愛知郡愛荘町目加田８８２番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85417,0053,2 医療法人　矢部医院 〒529-1331 0749-42-2167医療法人　矢部医院　矢部　隆宏 平 7. 4. 1内   循   呼  診療所
     愛知郡愛荘町愛知川１３３２番地常　勤:    1理事長　矢部　隆宏 開設者変 消   小   現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85517,0062,3 北村医院 〒529-1206 0749-37-2008医療法人北村医院　理小澤　哲史 平13. 5. 1内   小   診療所
     愛知郡愛荘町蚊野１７３２番地 常　勤:    1事長　小澤　哲史 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85617,0064,9 医療法人　成宮クリニ〒529-1313 0749-42-2620医療法人　成宮クリニ成宮　尚男 平15. 1. 1内   外   小  診療所
     ック 愛知郡愛荘町市９１７番地の７ 常　勤:    1ック　理事長　成宮　 所在地変 産婦 整外 リハ現存
     (医       1)尚男 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  85717,0065,6 石川医院 〒529-1206 0749-37-2007医療法人　原尤会　理石川　愿 平19. 4. 1内   小   婦  診療所
     愛知郡愛荘町蚊野１８８２番地 常　勤:    1事長　石川　愿 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85817,0067,2 世一クリニック 〒529-1314 0749-42-7506医療法人佑友会　理事世一　市郎 平25. 4. 1心内 内   精  診療所
     愛知郡愛荘町中宿字通町３１番地常　勤:    1長　世一　市郎 開設者変 神内 現存
     ３ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85917,0068,0 中川クリニック 〒529-1315 0749-42-2225医療法人中川クリニッ中川　築 平30. 5. 1内   他   小  診療所
     愛知郡愛荘町沓掛３８２ 常　勤:    2ク　理事長　中川　築 開設者変 外   整外 リハ現存
     (医       2) 平30. 5. 1皮   
     内科（循）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86018,0001,9 公益財団法人　豊郷病〒529-1168 0749-35-3001公益財団法人　豊郷病蔦本　尚慶 昭32. 9. 1一般       186病院
     (18,3001,2) 院 犬上郡豊郷町八目１２番地 常　勤:   27院　代表理事　友吉　 更新 療養        32療養病床
     (医      26)唯夫 平29. 9. 1精神       120現存
     (歯       1) 内   呼外 呼内
     非常勤:   79 外   整外 耳い
     (医      76) 婦   眼   精  
     (歯       3) 麻   歯   放  
     リハ 脳外 ひ  
     皮   循   小  
     心内 消   歯外
     神内 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86118,0023,3 大 医院川相診療所 〒522-0324 0749-47-1856大 　常男 大 　常男 平 4. 4. 1内   脳外 外  診療所
     犬上郡多賀町川相字前原２５４番常　勤:    1 更新 現存
     地 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86218,0025,8 重森医院 〒529-1161 0749-35-2068重森　恒雄 重森　恒雄 平 9. 5. 1内   消   小  診療所
     犬上郡豊郷町四十九院８６７番地常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86318,0027,4 医療法人社団健友会　〒522-0242 0749-38-2482医療法人社団　健友会若松　宏和 平15. 7. 1内   胃   小  診療所
     若松医院 犬上郡甲良町尼子２０１９番地１常　勤:    2　若松医院　理事長　 所在地変 現存
     (医       2)若松　宏和 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86418,0028,2 小菅医院　多賀診療所〒522-0341 0749-48-1650小菅　眞由美 小菅　眞由美 平16. 4. 1小   内   診療所
     犬上郡多賀町多賀１３２８番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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  86518,0032,4 宮尾医院 〒522-0244 0749-38-4357宮尾　智子 宮尾　智子 平18. 3. 8内   小   外  診療所
     犬上郡甲良町在士６０３番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (医       1) 平30. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86618,0033,2 医療法人　たけは内科〒529-1174 0749-35-8015医療法人　たけは内科竹葉　智至 平19. 4. 1内   胃   消  診療所
     医院 犬上郡豊郷町下枝２３番地２ 常　勤:    1医院　理事長　竹葉　 開設者変 現存
     (医       1)智至 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86718,0034,0 おした整形外科医院 〒529-1174 0749-35-0017医療法人　おした整形尾下　佳史 平19. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     犬上郡豊郷町下枝２３番地１ 常　勤:    1外科医院　理事長　尾 開設者変 現存
     (医       1)下　佳史 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86822,0075,5 滋賀県高島保健所 〒520-1621 0740-22-2505滋賀県　知事　三日月浅田　朋彦 昭54. 3. 1内   診療所
     高島市今津町今津４４８番地４５常　勤:    1　大造 更新 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86922,0086,2 澤村医院 〒520-1216 0740-32-3525澤村　松彦 澤村　松彦 平元. 5. 6内   診療所
     高島市安曇川町中央四丁目１番３常　勤:    1 更新 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87022,0089,6 澤村クリニック 〒520-1501 0740-25-5082澤村　五茂 澤村　五茂 平 3. 6. 1内   診療所
     高島市新旭町旭一丁目７番１号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87122,0094,6 医療法人　前川クリニ〒520-1632 0740-22-2881医療法人　前川クリニ前川　源司 昭62. 7. 1内   皮   小  診療所
     ック 高島市今津町桜町一丁目７番地３常　勤:    1ック　理事長　前川　 更新 消   呼   現存
     (医       1)源司 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87222,0095,3 小篠医院 〒520-1121 0740-36-1511小篠　一彦 小篠　一彦 平 5. 6. 3内   胃   呼  診療所
     高島市勝野１７２７番地３ 常　勤:    1 更新 小   現存
     (医       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87322,0097,9 多胡クリニック 〒520-1233 0740-34-0345多胡　博雄 多胡　博雄 平 5.11. 1内   小   診療所
     高島市安曇川町南舟木６８０番地常　勤:    1 更新 　 現存
     ２ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87422,0098,7 医療法人　湖西クリニ〒520-1533 0740-25-2539医療法人　湖西クリニ納冨　隆 平 6. 3. 1整外 内   外  診療所
     ック 高島市新旭町安井川１２１８番地常　勤:    1ック　理事長　納冨　 更新 リハ 放   現存
     １ (医       1)隆 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87522,0099,5 医療法人社団　安井医〒520-1621 0740-22-2030医療法人社団　安井医安井　讓 平 6. 6. 1内   診療所
     院 高島市今津町今津１４８７番地 常　勤:    1院　理事長　安井　讓 更新 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87622,0104,3 医療法人　マキノ病院〒520-1822 0740-27-0099医療法人　マキノ病院森田　豊 平 9. 5. 1一般        60病院
     高島市マキノ町新保１０９７番地常　勤:    8　理事長　森田　豊 開設者変 療養        60療養病床
     (医       8) 平30. 5. 1内   外   小  現存
     非常勤:    7 整外 皮   神内
     (医       7) リウ こう 放  
     リハ ひ   
     こう＝肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87722,0105,0 医療法人　かおり会　〒520-1501 0740-25-4123医療法人　かおり会　本多　馨子 平11. 1. 1内   外   小  診療所
     本多医院 高島市新旭町旭１０６９番地２ 常　勤:    2理事長　本多　朋仁 開設者変 皮   リハ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87822,0107,6 はれやま眼科 〒520-1214 0740-32-8060晴山　正志 晴山　正志 平11. 4. 8眼   診療所
     高島市安曇川町末広三丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87922,0108,4 医療法人中西眼科医院〒520-1821 0740-27-2470医療法人　中西眼科医中西　紀典 平12. 1. 6眼   診療所
     　マキノ診療所 高島市マキノ町沢１６１番地９７常　勤:    1院　マキノ診療所　理 新規 現存
     　 (医       1)事長　中西　紀典 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88022,0109,2 医療法人　土田医院 〒520-1214 0740-32-3317医療法人　土田医院　土田　博夫 平12. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     高島市安曇川町末広三丁目２２番常　勤:    1理事長　土田　博夫 開設者変 小   外   内  現存
     地１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88122,0110,0 一般財団法人近江愛隣〒520-1605 0740-22-2238一般財団法人　近江愛瀬本　喜啓 平12.12. 1一般        40病院
     園　今津病院 高島市今津町南新保８７番地１ 常　勤:    7隣園　理事長　岸本　 所在地変 療養        40療養病床
     (医       7)郁男 平24.12. 1内   循   消  現存
     非常勤:   10 ひ   皮   整外
     (医      10) リウ リハ 呼内
     他   透析 神内
     循環器内科、消
     化器内科、透析
     内科、他＝腎臓
     内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88222,0111,8 おかだ小児科医院 〒520-1631 0740-22-8071岡田　清春 岡田　清春 平13. 4.20小   他   診療所
     高島市今津町名小路一丁目１番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 4.20
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  88322,0112,6 医療法人かおり会　藁〒520-1512 0740-25-6591医療法人　かおり会　戸田　直歩 平13.11. 1内   外   リハ診療所
     園本多医院 高島市新旭町太田８８８番地の１常　勤:    2理事長　本多　朋仁 所在地変 現存
     (医       2) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88422,0113,4 マキノ駅前診療所 〒520-1813 0740-28-8088木俣　智 木俣　智 平13.12. 4内   診療所
     高島市マキノ町高木浜一丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     番１５号 (医       1) 平25.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88522,0118,3 高島市民病院 〒520-1121 0740-36-0220高島市　高島市長　福鈴木　聡 平17. 1. 1一般       206病院
     (22,3118,6) 高島市勝野１６６７番地 常　勤:   30井　正明 開設者変 一般（感染） 現存
     (医      28) 平29. 1. 1             4
     (歯       2) 内   精   神  
     非常勤:  107 循   小   外  
     (医     105) 整外 脳外 皮  
     (歯       2) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     歯   歯外 麻  
     心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88622,0119,1 高島市民病院平良出張〒520-1432 0740-36-0220高島市　高島市長　福小泉　聡 平17. 1. 1内   診療所
     診療所 高島市朽木平良１００番地１ 常　勤:    1井　正明 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88722,0120,9 高島市民病院針畑診療〒520-1444 0740-36-0220高島市　高島市長　福小泉　聡 平17. 1. 1内   診療所
     所 高島市朽木中牧１１１番地３ 常　勤:    2井　正明 開設者変 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88822,0125,8 東医院 〒520-1221 0740-32-1331東　正久 東　正久 平18. 1. 1内   整外 麻  診療所
     高島市安曇川町青柳９１５番地 常　勤:    1 開設者変 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88922,0126,6 まつもと整形外科 〒520-1501 0740-25-8201松本　道明 松本　道明 平18. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     高島市新旭町旭８７０番地２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89022,0127,4 医療法人　片岡クリニ〒520-1522 0740-25-6373医療法人　片岡クリニ片岡　謙 平18. 3. 1内   循   小  診療所
     ック 高島市新旭町新庄９８９番地４ 常　勤:    1ック　理事長　片岡　 開設者変 現存
     (医       1)謙 平30. 3. 1
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  89122,0128,2 医療法人のぞみ会　藤〒520-1605 0740-22-5311医療法人　のぞみ会　藤井　恒夫 平18. 4. 1外   整外 内  診療所
     井医院 高島市今津町南新保５１４番地１常　勤:    1理事長　藤井　恒夫 開設者変 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89222,0131,6 医療法人社団　山内耳〒520-1532 0740-25-7888医療法人社団　山内耳山内　一浩 平18. 8. 1耳い アレ 診療所
     鼻いんこう科 高島市新旭町熊野本一丁目１番地常　勤:    1鼻いんこう科　理事長 開設者変 現存
     １５ (医       1)　山内　一浩 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89322,0132,4 医療法人　林田医院 〒520-1200 0740-32-1600医療法人　林田医院　林田　英資 平19. 4. 1ひ   皮   診療所
     高島市安曇川町中央二丁目２番１常　勤:    1理事長　林田　英資 開設者変 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89422,0133,2 医療法人　氷室内科医〒520-1214 0740-32-2112医療法人　氷室内科医氷室　実 平19. 4. 1内   診療所
     院 高島市安曇川町末広二丁目１２番常　勤:    1院　理事長　氷室　実 開設者変 現存
     地 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89522,0135,7 けいこピュアクリニッ〒520-1604 0740-24-7000岸本　景子 岸本　景子 平20.11. 1内   他   循  診療所
     ク 高島市今津町浜分６７番地１２８常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89622,0136,5 あいりんクリニック 〒520-1622 0740-22-1711医療法人あいりんクリ前田　昌彦 平22. 4. 1内   小   診療所
     高島市今津町中沼一丁目５番地６常　勤:    1ニック　理事長　前田 開設者変 　 現存
     (医       1)　昌彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89722,0137,3 医療法人小林クリニッ〒520-1532 0740-25-8107医療法人小林クリニッ小林　博德 平22.10. 1内   循   外  診療所
     ク 高島市新旭町熊野本一丁目１番地常　勤:    1ク　理事長　小林　博 新規 リハ 現存
     １ (医       1)德 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89822,0138,1 たるもと整形外科 〒520-1621 0740-22-0022樽本　龍 樽本　龍 平23. 5. 1整外 リハ 診療所
     高島市今津町今津４５２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89922,0139,9 医療法人社団松田歯科〒520-1501 0740-25-5050医療法人社団松田歯科松田　俊哉 平23. 9. 1内   循   リハ診療所
     (22,3139,2) 医院　まつだ内科歯科高島市新旭町旭６９６番地 常　勤:    3医院　理事長　松田　 新規 歯   小歯 現存
     クリニック (医       1)繁哉 平29. 9. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90022,0141,5 やすはら眼科クリニッ〒520-1532 0740-20-2011安原　徹 安原　徹 平25. 5. 1眼   診療所
     ク 高島市新旭町熊野本一丁目６番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90122,0142,3 高島市民病院朽木診療〒520-1401 0740-38-2071高島市　市長　福井　増田　翔吾 平26. 5. 1内   小   外  診療所
     所 高島市朽木市場７０１番地 常　勤:    2正明 所在地変 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90222,0143,1 医療法人やまにしクリ〒520-1121 0740-36-0015医療法人やまにしクリ山西　博司 平28. 5. 1内   消   外  診療所
     ニック 高島市勝野６３８番地 常　勤:    1ニック　理事長　山西 開設者変 リハ 現存
     (医       1)　博司 平28. 5. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90323,0002,7 滋賀県立近江学園医局〒520-3111 0748-77-2811滋賀県　滋賀県知事　野村　康之 昭46.10. 1内   小   精  診療所
     湖南市東寺四丁目１番１号 常　勤:    1三日月　大造 更新 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90423,0006,8 かどや眼科 〒520-3214 0748-75-4833角屋　博孝 角屋　博孝 平 3. 4. 3眼   診療所
     湖南市梅影町３番２０号 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90523,0007,6 菩提寺診療所 〒520-3242 0748-74-1121堀川　眞一 堀川　眞一 平 3. 4. 1内   外   整外診療所
     湖南市菩提寺７７４番地３ 常　勤:    1 更新 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90623,0008,4 ふじた医院 〒520-3233 0748-72-8777藤田　資文 藤田　資文 平 5.12.25整外 耳い 内  診療所
     湖南市柑子袋５９０番地１ 常　勤:    2 更新 皮   リウ リハ現存
     (医       2) 平29.12.25放   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90723,0010,0 医療法人社団寿久　カ〒520-3223 0748-71-2212医療法人社団　寿久　佐々木　一夫 平10.10. 1皮   アレ 他  診療所
     ズ皮フ科医院 湖南市夏見６３４番地２ 常　勤:    1理事長　佐々木　一夫 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90823,0011,8 医療法人社団阿星会　〒520-3223 0748-72-2881医療法人社団阿星会　田中　成浩 平11. 8. 1療養       100病院
     甲西リハビリ病院 湖南市夏見１１６８番地 常　勤:    4理事長　田中　成浩 新規 内   整外 リハ療養病床
     (医       4) 平29. 8. 1リウ 麻   放  現存
     非常勤:   30 他   
     (医      30) 他＝ペインクリ
     ニック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90923,0013,4 中村医院 〒520-3201 0748-75-0025中村　真人 中村　真人 平12. 5. 1内   小   診療所
     湖南市下田１５０２番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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  91023,0015,9 ほしやま内科医院 〒520-3248 0748-74-8618星山　俊潤 星山　俊潤 平14. 4. 1内   循   呼内診療所
     湖南市菩提寺西１－９－２３－１常　勤:    1 新規 アレ 小   現存
     ０１ (医       1) 平26. 4. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91123,0016,7 梅村こどもクリニック〒520-3235 0748-72-8606梅村　典靖 梅村　典靖 平15.11. 1小   診療所
     湖南市平松北一丁目４番 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91223,0017,5 野村産婦人科 〒520-3233 0748-72-6633医療法人真心会　理事野村　哲哉 平15.11. 1一般 診療所
     湖南市柑子袋６１１番地 常　勤:    2長　野村　哲哉 所在地変     一般    19現存
     (医       2) 平27.11. 1産   婦   小  
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91323,0018,3 医療法人社団美松会　〒520-3242 0748-74-8577医療法人社団美松会　寺田　信國 平16. 4. 1一般        99病院
     生田病院 湖南市菩提寺１０４番地１３ 常　勤:    7理事長　生田　邦夫 所在地変 療養       100療養病床
     (医       7) 平28. 4. 1内   呼内 呼外現存
     非常勤:   38 他   外   脳外
     (医      38) ひ   耳い 眼  
     整外 リハ 放  
     循環器内科　消
     化器内科　消化
     器外科　内分泌
     内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91423,0019,1 深野内科医院 〒520-3235 0748-72-9595深野　美也 深野　美也 平16.10. 1内   消   診療所
     湖南市平松北二丁目５３番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91523,0022,5 湖南市国民健康保険　〒520-3223 0748-72-0015湖南市　湖南市長　谷松村　昭彦 平16.10. 1内   循   小  診療所
     夏見診療所 湖南市夏見１５０６番地１ 常　勤:    1畑　英吾 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91623,0024,1 湖南市国民健康保険　〒520-3252 0748-72-0039湖南市　湖南市長　谷杉山　俊明 平16.10. 1小   内   診療所
     岩根診療所 湖南市岩根１１５６番地２ 常　勤:    1畑　英吾 開設者変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91723,0025,8 佐野医院 〒520-3106 0748-77-8280佐野　晴夫 佐野　晴夫 平18. 4. 1外   内   消  診療所
     湖南市石部中央四丁目１－５７ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91823,0026,6 湖南市立　石部医療セ〒520-3101 0748-77-4100湖南市　湖南市長　谷藤井　要 平18. 4. 1一般 診療所
     ンター 湖南市石部東五丁目３番１号 常　勤:    1畑　英吾 その他     一般    18現存
     (医       1) 平30. 4. 1内   小   皮  
     非常勤:   11 眼   整外 
     (医      11) 　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91923,0027,4 湖南市立　湖南労働衛〒520-3202 0748-75-0180湖南市　湖南市長　谷萩原　広 平18. 4. 1内   診療所
     生センター 湖南市西峰町１番地１ 常　勤:    1畑　英吾 所在地変 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92023,0028,2 医療法人　荒川クリニ〒520-3214 0748-75-1477医療法人　荒川クリニ野田　洋一 平19. 4. 1外   内   他  診療所
     ック 湖南市梅影町３番１４号 常　勤:    1ック　理事長　野田　 開設者変 現存
     (医       1)洋一 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92123,0030,8 阿星山診療所 〒520-3234 0748-72-7634本谷　研司 本谷　研司 平20. 2. 1精   神   心内診療所
     湖南市中央五丁目１６８番地甲西常　勤:    1 新規 現存
     中央ビル１０１号 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92223,0031,6 たに耳鼻咽喉科クリニ〒520-3235 0748-60-6301谷　鉄兵 谷　鉄兵 平20.12. 1耳い アレ 診療所
     ック 湖南市平松北三丁目７３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92323,0032,4 あらまき内科クリニッ〒520-3247 0748-60-1306荒牧　陽 荒牧　陽 平24. 9. 1内   循   他  診療所
     ク 湖南市菩提寺東３－６－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92423,0033,2 しが健康医療生活協同〒520-3231 0748-71-3222しが健康医療生活協同佐々木　隆史 平25. 4. 1内   小   外  診療所
     組合　医療生協こうせ湖南市針３３７番１ 常　勤:    1組合　理事長　金城　 新規 現存
     い駅前診療所 (医       1)明 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92523,0034,0 医療法人社団　美松会〒520-3234 0748-71-3150医療法人社団　美松会環　慎二 平26.10. 1内   循   診療所
     　甲西中央クリニック湖南市中央二丁目１２５番地 常　勤:    1　理事長　生田　邦夫 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92623,0035,7 なごみ内科クリニック〒520-3252 0748-69-6753田﨑　和仁 田﨑　和仁 平26.12. 4内   消   診療所
     湖南市岩根４５８０ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92723,0036,5 医療法人社団　美松会〒520-3221 0748-71-3220医療法人社団　美松会奥西　秀樹 平27. 9. 1内   診療所
     　三雲クリニック 湖南市三雲５５６－２ 常　勤:    1　理事長　生田　邦夫 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92823,0037,3 いしい眼科 〒520-3106 0748-76-3221石井　正宏 石井　正宏 平27. 9. 1眼   診療所
     湖南市石部中央六丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92923,0038,1 のむら小児科 〒520-3106 0748-77-8228野村　康之 野村　康之 平29. 9. 1小   診療所
     湖南市石部中央一丁目３－２６ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93023,0039,9 医療法人小川診療所 〒520-3107 0748-77-6229医療法人小川診療所　小川　勉 平30. 4. 2内   外   放  診療所
     湖南市石部東２丁目５－３８ 常　勤:    1理事長　小川　勉 開設者変 他   現存
     (医       1) 平30. 4. 2内科（消、循、
     非常勤:    1 人工透析）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93124,0001,7 三浦医院 〒521-0225 0749-55-1025三浦　孝正 三浦　孝正 昭50. 1. 6内   診療所
     米原市市場３５９番地 常　勤:    1 更新 現存
     (医       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93224,0010,8 医療法人社団　柴田医〒521-0003 0749-52-3217医療法人社団　紫田医柴田　勝 平 6. 8. 1内   麻   外  診療所
     院 米原市入江５００番地 常　勤:    1院　理事長　柴田　勝 更新 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93324,0012,4 北村内科循環器科医院〒521-0016 0749-52-0172北村　隆 北村　隆 平 8.11. 1内   循   皮  診療所
     米原市下多良１丁目７番地 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93424,0014,0 松下医院 〒521-0032 0749-54-1118松下　朱実 松下　朱実 平15. 4. 1内   小   診療所
     米原市枝折４０番地 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93524,0017,3 吉槻診療所 〒521-0304 0749-59-0419米原市　米原市長　平臼井　恒仁 平17. 2.14内   小   診療所
     米原市吉槻１３５６番地 常　勤:    1尾　道雄 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93624,0018,1 大久保出張診療所 〒521-0307 0749-58-8131米原市　米原市長　平弘田　義人 平17. 2.14内   小   診療所
     米原市大久保６８３番地６ 常　勤:    1尾　道雄 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93724,0019,9 板並出張診療所 〒521-0305 0749-58-8118米原市　米原市長　平弘田　義人 平17. 2.14内   小   診療所
     米原市上板並２０３番地２ 常　勤:    1尾　道雄 開設者変 現存
     (医       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93824,0020,7 米原診療所 〒521-0023 0749-54-5311米原市　米原市長　平蒲池　正顕 平17. 2.14内   小   外  診療所
     米原市三吉５８１番地 常　勤:    1尾　道雄 開設者変 眼   現存
     (医       1) 平29. 2.14
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93924,0026,4 地域包括ケアセンター〒521-0314 0749-58-1222米原市　米原市長　平畑野　秀樹 平18. 4.25内   小   循  診療所
     いぶき 米原市春照５８番地１ 常　勤:    2尾　道雄 新規 消   リハ 現存
     (医       2) 平30. 4.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94024,0027,2 伊藤内科医院 〒521-0003 0749-52-3534伊藤　誠紀 伊藤　誠紀 平18. 7. 1内   消   診療所
     米原市入江１６７３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94124,0028,0 医療法人　吉田内科ク〒521-0062 0749-52-6855医療法人　吉田内科ク吉田　道明 平19. 4. 1内   循   呼  診療所
     リニック 米原市宇賀野８８番地２０ 常　勤:    1リニック　理事長　吉 開設者変 消   小   現存
     (医       1)田　道明 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94224,0029,8 医療法人緑泉会　水野〒521-0242 0749-55-2133医療法人　緑泉会　理水野　敏彦 平19. 4. 1内   外   診療所
     医院 米原市長岡６００番地 常　勤:    1事長　水野　敏彦 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94324,0030,6 医療法人緑泉会　水野〒521-0301 0749-55-2133医療法人　緑泉会　理水野　敏彦 平19. 4. 1内   外   小  診療所
     医院甲津原分院 米原市甲津原４９７番地 常　勤:    1事長　水野　敏彦 開設者変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94424,0031,4 医療法人　かしはら診〒521-0202 0749-57-0855医療法人　かしはら診久保田　伊和男 平19. 4. 1内   循   診療所
     療所 米原市柏原２１００番地 常　勤:    1療所　理事長　久保田 開設者変 現存
     (医       1)　伊和男 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94524,0032,2 医療法人悠悠会　いそ〒521-0004 0749-52-1100医療法人　悠悠会　理直木　正雄 平19. 4. 3内   消   循  診療所
     (24,3032,5) クリニック 米原市磯１７２９番地１ 常　勤:    1事長　直木　正雄 所在地変 放   呼   歯  現存
     (医       1) 平25. 4. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  94624,0033,0 おおはらクリニック 〒521-0225 0749-55-1009医療法人　おおはらク塚本　隆弘 平19. 4. 1内   小   消  診療所
     米原市市場４１１番地 常　勤:    1リニック　理事長　塚 開設者変 現存
     (医       1)本　隆弘 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94724,0034,8 医療法人寛博会　工藤〒521-0016 0749-52-6760医療法人　寛博会　理工藤　寛 平19.11. 1内   神内 診療所
     神経内科クリニック 米原市下多良三丁目３６番地 常　勤:    1事長　工藤　寛 開設者変 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94824,0035,5 かがい医院 〒521-0073 0749-52-9333医療法人社団かがい医加賀井　和幸 平22. 4. 1内   小   リハ診療所
     米原市箕浦３７２番地 常　勤:    1院　理事長　加賀井　 開設者変 放   神内 現存
     (医       1)和幸 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94924,0036,3 塚田医院 〒521-0073 0749-52-0041塚田　良彦 塚田　良彦 平25.10. 1内   消   小  診療所
     米原市箕浦６８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95024,0037,1 近江診療所 〒521-0083 0749-54-2127米原市　米原市長　平中村　泰之 平27.10. 1内   小   外  診療所
     米原市新庄７７番１ 常　勤:    1尾　道雄 所在地変 他   リハ 眼  現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95124,0038,9 山東診療所 〒521-0218 塚田　良彦 塚田　良彦 平27.12. 1内   診療所
     米原市志賀谷１９０７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95299,0001,9 独立行政法人国立病院〒527-0044 0748-22-3030独立行政法人国立病院井上　修平 昭32. 7. 1一般       304病院
     (99,3001,2) 機構　東近江総合医療東近江市五智町２５５番地 常　勤:   45機構　理事長　楠岡　 更新 結核        16現存
     センター (医      43)英雄 平29. 7. 1神内 呼   消  
     (歯       2) 循   精   小  
     非常勤:   38 外   整外 脳外
     (医      37) 呼外 心外 皮  
     (歯       1) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     病理 歯外 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95399,0020,9 独立行政法人国立病院〒529-1803 0748-83-0101独立行政法人国立病院大野　雅樹 昭32. 7. 1一般       180病院
     (99,3020,2) 機構　紫香楽病院 甲賀市信楽町牧９９７番地 常　勤:    9機構　理事長　楠岡　 更新 内   神内 呼  現存
     (医       9)英雄 平29. 7. 1循   小   外  
     非常勤:   23 整外 歯   リウ
     (医      22)
     (歯       1)
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  95499,0265,0 滋賀医科大学医学部附〒520-2121 077-548-2111国立大学法人　滋賀医松末　吉隆 昭61. 8. 1一般       569特定機能
     (99,3265,3) 属病院 大津市瀬田月輪町 常　勤:  470科大学　学長　塩田　 更新 精神        43病院
     (医     454)浩平 平28. 8. 1他   精   神内現存
     (歯      16) 呼内 消   循  
     非常勤:  221 小   外   整外
     (医     208) 脳外 呼外 心外
     (歯      13) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   病理 麻  
     歯外 形外 
     消化器内科　循
     環器内科　消化
     器外科　救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


