
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0240,2 藤永医院 〒640-8038 （１７５）第77号          平成14年 4月 1日
     和医240 和歌山市北町４１
     073-432-1200  (073-432-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0297,2 奥医院 〒640-8113 （時間外２）第184号       平成22年 4月 1日
     和医297 和歌山市広瀬通丁１丁目２２番地 （１７５）第291号         平成14年 4月 1日
     073-422-4360  (073-432-6716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0302,0 阪本医院 〒640-8036 （１７５）第232号         平成14年 4月 1日
     和医302 和歌山市東鍛冶屋町２８番地
     073-423-5073  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0395,4 生馬医院 〒640-8343 （がん指）第76号          平成22年 7月 1日
     和医395 和歌山市吉田４３６ （小検）第14号            平成21年 9月 1日
     073-422-1458  （外後発使）第1号         平成28年 4月 1日
     （認２）第4号             平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0400,2 生馬内科小児科医院 〒640-8316 （外後発使）第2号         平成28年 4月 1日
     和医400 和歌山市有家９９の４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0419,2 広瀬内科 〒641-0025 （時間外１）第95号        平成24年 4月 1日
     和医419 和歌山市和歌浦中２－１－３３ （地包加）第187号         平成29年 4月 1日
     073-444-6313  (073-444-2416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0437,4 伊藤内科 〒640-8145 （時間外２）第12号        平成22年 4月 1日
     和医437 和歌山市岡山丁３２番地
     073-423-1141  (073-423-1141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0454,9 有馬医院 〒640-8136
     和医454 和歌山市堀止東２丁目８－３
     073-422-8451  (073-422-8581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0530,6 和田医院 〒640-8356 （ＨＰＶ）第32号          平成22年 8月 1日
     和医530 和歌山市北ノ新地上六軒丁一
     073-422-2239  (073-422-2239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0551,2 岡崎医院 〒640-8312 （１７５）第143号         平成14年 4月 1日
     和医551 和歌山市森小手穂６２６番地の１
     073-471-1650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0559,5 仲河医院 〒640-8301
     和医559 和歌山市岩橋２５６
     073-471-3250  (073-472-2880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,0562,9 上西医院 〒640-8435 （がん指）第235号         平成24年 6月 1日
     和医562 和歌山市古屋１１０番地 （１７５）第162号         平成14年 4月 1日
     073-453-2250  （酸単）第5805号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1301,0579,3 前岡小児科 〒640-8435 （在医総管）第478号       平成28年10月 1日
     和医579 和歌山市古屋９５－１ （１７５）第14号          平成14年 4月 1日
     073-452-2202  (073-452-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0581,9 武輪内科医院 〒640-8314 （時間外２）第190号       平成22年 4月 1日
     和医581 和歌山市神前１１０－２６
     073-472-1982  (073-472-1982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0591,8 大河内医院 〒641-0006 （時間外２）第13号        平成22年 4月 1日
     和医591 和歌山市中島４２９番の１ （地包加）第139号         平成29年 4月 1日
     073-473-5800  （がん指）第315号         平成24年 8月 1日
     （外後発使）第3号         平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0597,5 山本眼科医院 〒640-8319 （コン１）第319号         平成28年 4月 1日
     和医597 和歌山市手平１丁目５－２９ （１７５）第218号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0602,3 岡本内科 〒641-0007
     和医602 和歌山市小雑賀浜脇１５８番地
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0615,5 山路小児科 〒640-8055
     和医615 和歌山市九家ノ丁１７番地
     073-428-0506  (073-428-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0618,9 酒井小児科 〒641-0041
     和医618 和歌山市堀止南ノ丁１番２１号
     073-426-3336  (073-426-3336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0630,4 有本胃腸科 〒640-8265 （支援診３）第305号       平成29年 4月 1日
     和医630 和歌山市小松原５丁目５番地３小 （がん指）第367号         平成26年 7月 1日
     松原ビル１階 （在医総管）第255号       平成18年 8月 1日
     073-436-5010  (073-436-5010) （外後発使）第4号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第5806号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0635,3 井関循環器科内科 〒641-0014 一般         4（時間外２）第32号        平成22年 4月 1日
     和医635 和歌山市毛見１７３－４ （がん疼）第66号          平成26年 1月 1日
     073-444-8111  (073-447-9658) （ニコ）第11号            平成18年 7月 1日
     （外後発使）第105号       平成28年 5月 1日
     （酸単）第6013号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0645,2 久村医院 〒640-8115 一般        19（時間外２）第138号       平成22年 4月 1日
     和医645 和歌山市東紺屋町８８番地 （外後発使）第56号        平成28年 4月 1日
     073-436-0091  (073-436-7567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0651,0 佐々木産婦人科医院 〒649-6323 一般        14（１７５）第240号         平成14年 4月 1日
     和医651 和歌山市井ノ口３２５番地
     073-477-2238  (073-477-2238)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2401,0660,1 川崎医院 〒641-0012 （時間外２）第95号        平成22年 4月 1日
     和医660 和歌山市紀三井寺１０９９ （地包加）第137号         平成29年 4月 1日
     073-444-1005  (073-444-2562) （支援診３）第287号       平成28年10月 1日
     （在医総管）第213号       平成18年 4月 1日
     （在総）第521号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0662,7 角田医院 〒641-0005 （時間外２）第128号       平成22年 4月 1日
     和医662 和歌山市田尻字高田１２５の３ （支援診３）第246号       平成28年 4月 1日
     073-473-3656  (073-474-4069) （在医総管）第111号       平成18年 4月 1日
     （在総）第441号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0666,8 西村医院 〒641-0052 （酸単）第5807号          平成29年 4月 1日
     和医666 和歌山市東高松４丁目１番８号
     073-445-1181  (073-445-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0669,2 谷口内科医院 〒640-8472 （がん指）第333号         平成24年 9月 1日
     和医669 和歌山市大谷２０１－３３
     073-453-6766  (073-457-2035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0673,4 得津医院 〒640-8372 （時間外２）第113号       平成22年 4月 1日
     和医673 和歌山市新大工町７ （がん指）第97号          平成22年 7月 1日
     073-432-1092  (073-433-7515) （在医総管）第214号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第5号         平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0674,2 柏井小児科 〒640-8324 （時間外２）第293号       平成24年 4月 1日
     和医674 和歌山市吹屋町５丁目５の１
     073-422-8538  (073-435-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0675,9 辻岡医院 〒649-6271 （ニコ）第94号            平成20年 8月 1日
     和医675 和歌山市満屋８８－１ （がん指）第408号         平成28年12月 1日
     073-477-1868  (073-477-6888) （在医総管）第461号       平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,0676,7 久保皮膚科内科 〒640-8203
     和医676 和歌山市東蔵前丁４市駅前ファー
     ストビル３Ｆ
     073-423-3111  (073-422-7870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,0678,3 三好外科医院 〒640-8157 （時間外１）第76号        平成24年 4月 1日
     和医678 和歌山市八番丁４０
     073-422-4790  (073-432-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,0686,6 会田内科医院 〒649-6338 （１７５）第180号         平成14年 4月 1日
     和医686 和歌山市府中７４５番地
     073-461-1510  (073-461-5317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3401,0687,4 松谷内科 〒640-8471 （在医総管）第6号         平成18年 4月 1日
     和医687 和歌山市善明寺７５５－８１ （１７５）第408号         平成14年 4月 1日
     073-451-1700  (073-451-1825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0688,2 嶋内科医院 〒641-0015 （地包加）第118号         平成28年 4月 1日
     和医688 和歌山市布引６０７の１ （在医総管）第310号       平成20年 4月 1日
     073-447-0047  (073-448-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0691,6 上田クリニック 〒641-0051 （神経）第1号             平成20年 4月 1日
     和医691 和歌山市西高松１丁目８の３ （外後発使）第57号        平成28年 4月 1日
     073-436-0533  (073-436-0533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0693,2 楠本健夫耳鼻咽喉科院〒640-8141 （高）第8号               平成 6年 4月 1日
     和医693 和歌山市五番丁３ （外後発使）第58号        平成28年 4月 1日
     073-422-1802  (073-426-0700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,0696,5 谷本内科医院 〒640-8391
     和医696 和歌山市加納字園池３２９－５
     073-473-1900  (073-473-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0699,9 宮本内科循環器科 〒641-0042
     和医699 和歌山市新堀東２丁目１番７号
     073-425-1566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0701,3 吉村眼科医院 〒640-8106 （コン１）第392号         平成29年 4月 1日
     和医701 和歌山市三木町中ノ丁１番地三木
     町ビル２階
     073-432-0314  (073-432-0315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,0703,9 江本内科 〒640-8134
     和医703 和歌山市芦辺丁１０
     073-425-4096  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0706,2 御前内科 〒640-8115
     和医706 和歌山市東紺屋町７４番地
     073-422-2640  (073-422-2203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0709,6 岡本眼科 〒641-0025 （時間外２）第119号       平成22年 4月 1日
     和医709 和歌山市和歌浦中３丁目５－３５ （コン１）第320号         平成28年 4月 1日
     073-444-0018  (073-444-0018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0714,6 中谷内科循環器科 〒640-8424 （時間外２）第15号        平成22年 4月 1日
     和医714 和歌山市松江西１丁目１番３３号 （地包加）第135号         平成29年 4月 1日
     073-451-9348  （在医総管）第7号         平成18年 4月 1日
     （酸単）第5808号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4501,0715,3 小池胃腸科 〒641-0044 （時間外２）第120号       平成22年 4月 1日
     和医715 和歌山市今福２丁目１－５３ （支援診３）第247号       平成28年 4月 1日
     073-422-1729  （在医総管）第113号       平成18年 4月 1日
     （在総）第442号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第59号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0723,7 瀧口レディースクリニ〒640-8341 一般        12（時間外２）第125号       平成22年 4月 1日
     和医723 ック 和歌山市黒田１０９番地の１ （ＨＰＶ）第27号          平成22年 7月 1日
     073-473-6220  (073-474-2332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0725,2 瀧本クリニック 〒640-8113 （時間外１）第93号        平成24年 4月 1日
     和医725 和歌山市広瀬通丁２丁目３番地 （地包加）第112号         平成27年 9月 1日
     073-425-6161  (073-423-2383) （がん指）第264号         平成24年 6月 1日
     （外後発使）第163号       平成29年 4月 1日
     （酸単）第5809号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,0728,6 畠内科循環器科 〒640-8331 （がん疼）第76号          平成27年12月 1日
     和医728 和歌山市美園町４丁目８１米由ビ （ニコ）第196号           平成27年 8月 1日
     ル３階
     073-436-1500  (073-436-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0733,6 根来産婦人科 〒640-8137 一般         7（時間外２）第40号        平成22年 4月 1日
     和医733 和歌山市吹上四丁目１番２８号 （ＨＰＶ）第16号          平成22年 4月 1日
     073-425-3351  (073-426-7710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0742,7 松永内科消化器科医院〒641-0013 （時間外１）第94号        平成24年 4月 1日
     和医742 和歌山市内原１８２５－１３ （地包加）第170号         平成29年 4月 1日
     073-445-1441  (073-445-2235) （支援診３）第281号       平成28年 7月 1日
     （がん指）第133号         平成22年11月 1日
     （在医総管）第215号       平成18年 4月 1日
     （在総）第522号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第6号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第5810号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0745,0 宮野眼科 〒640-8294 （コン１）第350号         平成28年 6月 1日
     和医745 和歌山市北中間町２８
     073-436-5950  (073-436-5952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,0746,8 津田小児科 〒640-8482 （外後発使）第60号        平成28年 4月 1日
     和医746 和歌山市六十谷３７４－１ （酸単）第5811号          平成29年 4月 1日
     073-462-1015  (073-462-6889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0749,2 かわばた産婦人科 〒640-8432 一般         8（時間外２）第211号       平成22年 4月 1日
     和医749 和歌山市土入字江田２５－１ （がん指）第365号         平成26年 6月 1日
     073-453-0600  (073-454-0503) （ＨＰＶ）第77号          平成26年 6月 1日
     （外後発使）第146号       平成28年10月 1日
     （酸単）第5812号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5401,0750,0 中田皮膚科 〒640-8435
     和医750 和歌山市古屋９５番地の１
     073-453-7703  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0754,2 かわらの小児科 〒641-0012
     和医754 和歌山市紀三井寺中州新畑７８７
     －５
     073-447-3112  (073-448-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0755,9 小池クリニック 〒640-8323
     和医755 和歌山市太田二丁目１３番２５号
     ヒロメディカルセンター
     073-474-0033  (073-474-9119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0756,7 山口ヒフ科 〒641-0021
     和医756 和歌山市和歌浦東２－６－１９
     073-445-1263  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,0758,3 吉田皮膚科 〒640-8482
     和医758 和歌山市六十谷２２２－２６
     073-461-9515  (073-461-9515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0762,5 土井脳神経外科クリニ〒640-8482 （在医総管）第8号         平成18年 4月 1日
     和医762 ック 和歌山市六十谷３５－１ （Ｃ・Ｍ）第346号         平成27年11月 1日
     073-461-2777  (073-462-3755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0767,4 多田内科 〒640-8137 （時間外２）第35号        平成22年 4月 1日
     和医767 和歌山市吹上二丁目２－３２東洋 （地包加）第128号         平成29年 4月 1日
     ビル１階３号室 （糖管）第1号             平成20年 4月 1日
     073-431-6525  (073-431-6525) （がん指）第265号         平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0771,6 西村内科医院 〒640-8434 （時間外２）第127号       平成22年 4月 1日
     和医771 和歌山市榎原１３－４ （支援診３）第315号       平成29年 4月 1日
     073-451-3125  （がん指）第278号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第114号       平成18年 4月 1日
     （在総）第443号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第130号       平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0776,5 嶋本脳神経外科内科 〒641-0036 一般        13（時間外１）第43号        平成24年 4月 1日
     和医776 和歌山市西浜９２１－４ 療養         6（地包加）第115号         平成28年 3月 1日
     073-446-3636  (073-446-3637) （診療養入院）第446号     平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第196号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第69号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第129号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第5813号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6301,0777,3 ひらいし小児科 〒640-8323
     和医777 和歌山市太田二丁目１３－２５ヒ
     ロメディカルセンター１Ｆ
     073-474-0609  (073-474-0637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0778,1 土井内科胃腸科 〒640-8316 （時間外１）第9号         平成24年 4月 1日
     和医778 和歌山市有家２４９の１６ （支援診３）第332号       平成29年 4月 1日
     073-474-8885  (073-474-8886) （がん指）第268号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第9号         平成18年 4月 1日
     （在総）第535号           平成18年 6月 1日
     （酸単）第6206号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0779,9 飯沼内科医院 〒640-8481 （時間外２）第215号       平成22年 4月 1日
     和医779 和歌山市直川１２９７番地 （在医総管）第10号        平成18年 4月 1日
     073-461-9931  (073-461-9931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0781,5 菖蒲医院 〒640-8481 （時間外１）第61号        平成24年 4月 1日
     和医781 和歌山市直川１９０５－１ （在医総管）第11号        平成18年 4月 1日
     073-461-8911  （外後発使）第136号       平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0788,0 北山健医院 〒640-0112 （がん指）第244号         平成24年 6月 1日
     和医788 和歌山市西庄１８７－５ （在医総管）第204号       平成18年 4月 1日
     073-454-6234  (073-454-6233) （酸単）第5947号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,0789,8 坂本内科 〒641-0044 （時間外２）第182号       平成22年 4月 1日
     和医789 和歌山市今福４－１－９ （がん指）第336号         平成24年 9月 1日
     073-425-2588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0791,4 尾谷産婦人科 〒640-8401 一般         8
     和医791 和歌山市福島６７９～５
     073-451-6058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0794,8 松本胃腸科肛門科 〒640-8435 （がん指）第83号          平成22年 7月 1日
     和医794 和歌山市古屋９５－１ゼルコバビ
     ル２階
     073-454-7181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0799,7 中場胃腸科内科 〒641-0012 （がん指）第273号         平成24年 6月 1日
     和医799 和歌山市紀三井寺６２０－９
     073-444-3111  (073-444-5024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0801,1 さかぐち医院 〒640-8039 （在医総管）第302号       平成20年 4月 1日
     和医801 和歌山市宇治袋町１３番地
     073-427-0072  (073-427-0073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7301,0805,2 坂田内科 〒641-0003 （時間外２）第71号        平成22年 4月 1日
     和医805 和歌山市坂田池ノ内４５３番地 （地包加）第154号         平成29年 4月 1日
     073-474-7119  (073-475-2334) （支援診３）第248号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第255号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第115号       平成18年 4月 1日
     （在総）第444号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5814号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,0807,8 太田皮フ科 〒640-8432
     和医807 和歌山市土入２０の８
     073-454-1112  (073-454-1417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0810,2 さかつじ内科 〒640-8150
     和医810 和歌山市十三番丁６２番地
     073-433-0880  (073-433-5855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0812,8 田畑内科 〒641-0014 （時間外２）第147号       平成22年 4月 1日
     和医812 和歌山市毛見３４２－１２ （支援診３）第325号       平成29年 4月 1日
     073-444-3000  (073-444-2000) （在診実２）第6号         平成29年 5月 1日
     （がん指）第260号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第12号        平成18年 4月 1日
     （在総）第574号           平成20年 4月 1日
     （酸単）第5815号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0815,1 舩橋クリニック 〒640-8301 （ニコ）第6号             平成18年 6月 1日
     和医815 和歌山市岩橋３１６ （がん指）第284号         平成24年 6月 1日
     073-472-2666  （神経）第2号             平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0816,9 和田胃腸科内科 〒640-8314 （時間外１）第88号        平成24年 4月 1日
     和医816 和歌山市神前１２６－３ （在医総管）第13号        平成18年 4月 1日
     073-472-1789  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0824,3 榎原内科医院 〒640-8434
     和医824 和歌山市榎原２７２－２７
     073-454-2662  (073-454-7220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0825,0 秋田クリニック 〒641-0035 （時間外１）第90号        平成24年 4月 1日
     和医825 和歌山市関戸４丁目３－１０ （支援診３）第331号       平成29年 4月 1日
     073-445-2700  (073-444-9678) （在医総管）第117号       平成18年 4月 1日
     （在総）第446号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第139号       平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0828,4 田村眼科 〒640-8341 （コン１）第365号         平成29年 2月 1日
     和医828 和歌山市黒田１２０番地　アソー
     トクロダ３Ｆ
     073-471-5305  (073-471-5305)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8201,0829,2 南方内科医院 〒640-8328
     和医829 和歌山市木広町５丁目１－５
     073-425-5767  (073-427-3585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,0830,0 榎本耳鼻咽喉科 〒641-0034 （高）第2号               平成 6年 8月 1日
     和医830 和歌山市新高町３－１０ （ニコ）第154号           平成23年 7月 1日
     073-445-8787  (073-445-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0832,6 浦医院胃腸肛門科 〒640-8341 （ニコ）第7号             平成18年 6月 1日
     和医832 和歌山市黒田一丁目１番１０号ク （がん指）第234号         平成24年 6月 1日
     リニックビル上林１Ｆ （酸単）第5816号          平成29年 4月 1日
     073-475-1113  (073-475-1131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,0850,8 いわはしクリニック 〒641-0051 （コン１）第367号         平成29年 2月 1日
     和医850 和歌山市西高松２丁目１３ー２３
     073-446-1884  (073-446-5180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0856,5 金丸医院 〒641-0054
     和医856 和歌山市塩屋５丁目７番６０号
     073-444-2553  (073-447-9255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,0858,1 虎谷医院 〒641-0052 （がん指）第353号         平成25年 8月 1日
     和医858 和歌山市東高松２丁目９番２０号
     073-423-2157  (073-436-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,0859,9 なかい眼科 〒640-8314 （コン１）第342号         平成28年 5月 1日
     和医859 和歌山市神前１４６ー１メゾンロ
     ーズ１階
     073-474-0377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0860,7 島循環器・内科 〒640-8136 （在医総管）第303号       平成20年 4月 1日
     和医860 和歌山市堀止東１丁目２番２７号
     073-427-0006  (073-427-0113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,0861,5 にしたに内科 〒640-8481 （がん指）第360号         平成26年 4月 1日
     和医861 和歌山市直川９６０ー３ （在医総管）第118号       平成18年 4月 1日
     073-462-4131  (073-462-4132) （酸単）第5817号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0865,6 野村内科医院 〒640-8392 （時間外２）第188号       平成22年 4月 1日
     和医865 和歌山市中之島６８８－１ （地包加）第174号         平成29年 4月 1日
     073-433-6533  (073-433-6544) （ニコ）第4号             平成18年 4月 1日
     （支援診３）第249号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第279号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第119号       平成18年 4月 1日
     （在総）第448号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9201,0866,4 宮本眼科クリニック 〒640-8150 （コン１）第386号         平成29年 4月 1日
     和医866 和歌山市十三番丁２８－２
     073-432-9580  (073-432-9575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,0867,2 中村クリニック 〒640-8312 （がん指）第271号         平成24年 6月 1日
     和医867 和歌山市森小手穂７２０－５　 （在医総管）第363号       平成22年 6月 1日
     073-472-7700  (0734-72-7733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0874,8 玉井循環器内科クリニ〒640-8137
     和医874 ック 和歌山市吹上２丁目６－４７
     073-423-3553  (073-435-1581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,0876,3 武田医院 〒640-8441 （ニコ）第12号            平成18年 7月 1日
     和医876 和歌山市栄谷１９９－１ （がん指）第141号         平成22年11月 1日
     073-455-4500  (073-455-4500) （在医総管）第15号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第109号       平成28年 6月 1日
     （酸単）第6014号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0879,7 田メンタルクリニッ〒641-0013
     和医879 ク 和歌山市内原９１５グリーンフル
     北野
     073-448-2300  (073-448-2295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,0881,3 栗山内科 〒641-0008 （支援診３）第336号       平成29年 4月 1日
     和医881 和歌山市北中島１丁目５－１クリ （在診実２）第1号         平成28年 4月 1日
     ニックビルりゅうじん２Ｆ （在医総管）第16号        平成18年 4月 1日
     073-436-0191  (073-436-0339) （在総）第536号           平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0883,9 中居内科 〒649-6326 （がん指）第362号         平成26年 4月 1日
     和医883 和歌山市和佐中２３１－１
     073-477-6870  (0734-77-6870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0884,7 米田医院 〒649-6314 （時間外２）第96号        平成22年 4月 1日
     和医884 和歌山市島２３４－６ （地包加）第180号         平成29年 4月 1日
     073-461-7807  (073-461-7808) （支援診２）第87号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第300号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第121号       平成18年 4月 1日
     （在総）第449号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,0886,2 たかたクリニック 〒640-8453 （在医総管）第241号       平成18年 6月 1日
     和医886 和歌山市木ノ本１１９－５
     073-455-5550  (073-455-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0887,0 有井医院 〒640-8404 （支援診３）第320号       平成29年 4月 1日
     和医887 和歌山市湊２丁目７－８ （在医総管）第18号        平成18年 4月 1日
     073-455-3411  (0734-55-3411)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10201,0891,2 ファミリークリニック〒640-0112 （在医総管）第19号        平成18年 4月 1日
     和医891 しんか 和歌山市西庄８６２－５
     073-456-3741  (073-456-3481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0895,3 しま内科胃腸科クリニ〒640-8432 （ニコ）第13号            平成18年 7月 1日
     和医895 ック 和歌山市土入１６８－５２ （支援診３）第340号       平成29年 4月 1日
     073-455-6600  (073-451-2200) （在医総管）第122号       平成18年 4月 1日
     （在総）第450号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,0896,1 たにやまクリニック 〒649-6322 （外後発使）第61号        平成28年 4月 1日
     和医896 和歌山市和佐関戸２４４－４
     073-477-7060  (073-477-7050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0897,9 坂部クリニック 〒649-6305 （ニコ）第97号            平成20年10月 1日
     和医897 和歌山市谷１８ （外後発使）第116号       平成28年 7月 1日
     073-461-1030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1004,1 花王株式会社和歌山工〒640-8404
     和医1004 場　健康相談室 和歌山市湊１３３４
     073-423-8151  (073-426-7901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1010,8 医療法人　浜病院 〒640-8137 療養       115（療養入院）第671号       平成28年10月 1日
     和医1010 和歌山市吹上２丁目４－７ （療養１）第33号          平成27年 3月 1日
     073-436-2141  (073-436-2146) （食）第159号             昭和56年12月 1日
     （がん指）第324号         平成24年 9月 1日
     （薬）第60号              平成11年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第351号         平成28年 3月 1日
     （胃瘻造）第25号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第12号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第5818号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10801,1011,6 医療法人　橋本病院 〒641-0041 一般        60（一般入院）第896号       平成28年10月 1日
     和医1011 和歌山市堀止南ノ丁４番３１号 療養        58（療養入院）第651号       平成28年 9月 1日
     073-426-3388  (073-424-7953) （診療録２）第437号       平成24年 3月 1日
     （事補２）第68号          平成25年 6月 1日
     （療養１）第40号          平成29年 5月 1日
     （データ提）第64号        平成28年10月 1日
     （退支）第86号            平成29年 5月 1日
     （認ケア）第32号          平成29年 5月 1日
     （精疾診）第1号           平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第55号      平成29年 5月 1日
     （食）第185号             昭和58年 7月 1日
     （がん疼）第50号          平成23年 1月 1日
     （がん指）第281号         平成24年 6月 1日
     （肝炎）第4号             平成22年 4月 1日
     （薬）第43号              平成22年 4月 1日
     （在医総管）第406号       平成25年 2月 1日
     （検Ⅰ）第476号           平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第366号         平成29年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第367号         平成29年 1月 1日
     （外化２）第21号          平成29年 6月 1日
     （脳Ⅱ）第184号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅰ）第162号           平成29年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第121号           平成29年 5月 1日
     （がんリハ）第30号        平成28年 2月12日
     （胃瘻造）第26号          平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第27号          平成10年 6月 1日
     （酸単）第6202号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1014,0 スガイ化学工業株式会〒641-0043 （１７５）第229号         平成14年 4月 1日
     和医1014 社和歌山工場診療所 和歌山市宇須４－４－６
     073-422-1171  (073-422-1177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1016,5 医療法人　宮本病院 〒641-0054 精神       339（精神入院）第474号       平成25年 1月 1日
     和医1016 和歌山市塩屋３－６－１ （看補）第752号           平成29年 3月 1日
     073-444-0576  (073-447-0294) （療）第439号             平成23年 4月 1日
     （精合併加算）第1号       平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第3号       平成24年 6月 1日
     （後発使１）第15号        平成28年 7月 1日
     （精急１）第406号         平成25年 1月 1日
     （精療）第438号           平成27年 7月 1日
     （食）第270号             平成 4年 5月 1日
     （薬）第64号              平成11年12月 1日
     （精）第414号             平成27年 7月 1日
     （ショ小）第11号          平成27年 7月 1日
     （デ小）第413号           平成27年 7月 1日
     （医療保護）第7号         平成16年 7月 1日
     （酸単）第5819号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11101,1023,1 医療法人曙会　和歌浦〒641-0054 一般       108（一般入院）第890号       平成28年 9月 1日
     和医1023 中央病院 和歌山市塩屋６－２－７０ 療養        57（療養入院）第573号       平成19年 2月 1日
     073-444-1600  (073-441-3101) （障害入院）第431号       平成23年12月 1日
     （診療録２）第432号       平成21年 6月 1日
     （急性看補）第142号       平成28年 9月 1日
     （特施）第424号           平成20年10月 1日
     （療）第426号             平成17年12月 1日
     （重）第448号             平成25年 9月 1日
     （療養１）第30号          平成26年11月 1日
     （医療安全２）第61号      平成24年 4月 1日
     （感染防止２）第13号      平成24年 4月 1日
     （後発使１）第14号        平成28年 6月 1日
     （病棟薬１）第22号        平成26年10月 1日
     （データ提）第48号        平成27年 1月 1日
     （退支）第87号            平成29年 5月 1日
     （認ケア）第24号          平成28年12月 1日
     （地包ケア１）第51号      平成28年12月 1日
     （食）第220号             昭和61年 1月 1日
     （がん指）第303号         平成24年 6月 1日
     （肝炎）第13号            平成22年 4月 1日
     （薬）第16号              平成22年 4月 1日
     （地連計）第3号           平成28年 4月 1日
     （機安１）第1号           平成20年 4月 1日
     （在医総管）第262号       平成19年 1月 1日
     （コン１）第389号         平成29年 4月 1日
     （小検）第8号             平成20年 4月 7日
     （Ｃ・Ｍ）第198号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第93号            平成27年 5月 1日
     （運Ⅰ）第157号           平成29年 2月 1日
     （がんリハ）第34号        平成29年 2月 1日
     （透析水２）第20号        平成26年 6月 1日
     （肢梢）第24号            平成28年11月 1日
     （胃瘻造）第11号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第31号          平成26年 1月 1日
     （輸適）第10号            平成26年 3月 1日
     （酸単）第6015号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11201,1025,6 医療法人　田村病院 〒649-6261 精神       174（精神入院）第478号       平成26年 4月 1日
     和医1025 和歌山市小倉６４５ （看配）第454号           平成23年 6月 1日
     073-477-1268  (073-477-3324) （看補）第707号           平成23年 6月 1日
     （療）第471号             平成27年 9月 1日
     （精応）第402号           平成26年 4月 1日
     （精合併加算）第2号       平成20年 4月 1日
     （医療安全２）第55号      平成23年11月 1日
     （精救急受入）第6号       平成26年 2月 1日
     （精療）第431号           平成26年 4月 1日
     （食）第267号             平成 4年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第290号         平成25年 3月 1日
     （精）第406号             平成16年 6月 1日
     （デ大）第418号           平成27年 9月 1日
     （医療保護）第8号         平成16年 7月 1日
     （酸単）第5822号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1027,2 愛徳医療福祉センター〒641-0044 一般        60（障害入院）第432号       平成24年 4月 1日
     和医1027 和歌山市今福３丁目５番４１号 （特施）第420号           平成20年10月 1日
     073-425-2391  (073-426-1044) （食）第249号             平成元年10月 1日
     （がん指）第398号         平成28年 2月 1日
     （脳Ⅰ）第88号            平成27年 2月 1日
     （運Ⅰ）第123号           平成27年 2月 1日
     （障）第11号              平成27年 2月 1日
     （集コ）第14号            平成23年 8月 1日
     （酸単）第5823号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1041,3 琴の浦リハビリテーシ〒641-0014 一般        48（一般入院）第769号       平成24年 9月 1日
     和医1041 ョンセンター附属病院和歌山市毛見字馬瀬１４５１番地療養        60（看配）第475号           平成28年12月 1日
     073-444-3141  (073-444-9792) （看補）第724号           平成24年 9月 1日
     （回１）第36号            平成28年12月 1日
     （食）第250号             昭和63年 2月 1日
     （薬）第473号             平成27年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第330号         平成26年 9月 1日
     （脳Ⅰ）第102号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第143号           平成28年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第112号           平成28年 4月 1日
     （集コ）第19号            平成26年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第12号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5825号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11501,1045,4 瀬藤病院 〒640-8145 療養        80（療養入院）第675号       平成29年 4月 1日
     和医1045 和歌山市岡山丁７１番地 （療養改１）第3号         平成24年10月 1日
     073-424-3181  (073-436-4471) （食）第313号             平成11年 3月 1日
     （ニコ）第52号            平成18年 9月 1日
     （がん指）第259号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第398号       平成24年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第189号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第78号            平成25年 7月 1日
     （運Ⅱ）第138号           平成25年 7月 1日
     （ペ）第18号              平成10年 4月 1日
     （酸単）第5826号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1046,2 スガイ化学工業株式会〒640-8404 （１７５）第230号         平成14年 4月 1日
     和医1046 社西工場診療所 和歌山市湊１２８０番地
     073-423-6341  (073-423-6345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1048,8 宇都宮病院 〒640-8303 療養 （療養入院）第643号       平成28年 4月 1日
     和医1048 和歌山市鳴神５０５－４ 　　療養    80（診療録２）第448号       平成27年 4月 1日
     073-471-1111  (073-473-8567) （患サポ）第32号          平成24年 8月 1日
     （総合評価）第22号        平成25年 9月 1日
     （データ提）第59号        平成27年10月 1日
     （退支）第67号            平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第56号      平成29年 5月 1日
     （食）第172号             昭和57年12月 1日
     （がん疼）第67号          平成26年 6月 1日
     （がん指）第383号         平成27年 1月 1日
     （支援病２）第10号        平成26年10月 1日
     （在医総管）第401号       平成24年 8月 1日
     （在総）第646号           平成26年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第199号         平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第158号           平成29年 3月 1日
     （呼Ⅱ）第33号            平成27年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第25号          平成 9年 4月 1日
     （酸単）第5827号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11801,1049,6 医療法人　藤民病院 〒641-0054 療養       120（療養入院）第674号       平成29年 3月 1日
     和医1049 和歌山市塩屋３－６－２ （療養１）第39号          平成29年 3月 1日
     073-445-9881  (073-441-6360) （患サポ）第1号           平成24年 4月 1日
     （総合評価）第15号        平成24年 4月 1日
     （退支）第85号            平成29年 3月 1日
     （認ケア）第27号          平成29年 1月 1日
     （食）第223号             昭和61年 8月 1日
     （がん指）第101号         平成22年 7月 1日
     （支援病２）第8号         平成26年 9月 1日
     （在医総管）第361号       平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第369号         平成29年 6月 1日
     （脳Ⅱ）第152号           平成26年 6月 1日
     （運Ⅱ）第152号           平成27年 4月 1日
     （酸単）第5863号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1051,2 中谷医科歯科病院 〒640-8151 一般        36（外来環）第136号         平成28年11月 1日
     (01,3051,6) 和歌山市屋形町１丁目１１番地 療養        53（療養入院）第662号       平成28年10月 1日
     和医1051 073-433-4488  (073-433-4488) （診療録２）第442号       平成26年 7月 1日
     （データ提）第47号        平成27年 1月 1日
     （地包ケア１）第21号      平成27年 2月 1日
     （食）第272号             平成 5年 9月 1日
     （がん疼）第68号          平成26年 7月 1日
     （医管）第60号            平成28年 4月 1日
     （支援病２）第15号        平成27年 9月 1日
     （在歯管）第24号          平成28年 6月 1日
     （在医総管）第427号       平成25年12月 1日
     （在総）第640号           平成25年12月 1日
     （運Ⅱ）第147号           平成26年11月 1日
     （がんリハ）第31号        平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第15号        平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第406号       平成28年11月 1日
     （補管）第610号           平成12年 6月 1日
     （酸単）第5828号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1057,9 福外科病院 〒641-0021 一般        54（一般入院）第907号       平成28年10月 1日
     和医1057 和歌山市和歌浦東３丁目５番３１ （食）第108号             平成 5年10月 1日
     号 （がん疼）第8号           平成22年 4月 1日
     073-445-3101  (073-445-4660) （ニコ）第86号            平成20年 7月 1日
     （がん指）第289号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第296号       平成20年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第180号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第325号         平成26年 4月 1日
     （外化２）第1号           平成20年 4月 1日
     （造設前）第13号          平成25年12月 1日
     （麻管Ⅰ）第9号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第6017号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12101,1058,7 医療法人裕紫会　中谷〒640-8303 一般       137（一般入院）第905号       平成28年10月 1日
     和医1058 病院 和歌山市鳴神１２３－１ 療養        58（障害入院）第423号       平成20年10月 1日
     073-471-3111  (073-473-0864) （診療録２）第433号       平成22年 3月 1日
     （事補２）第95号          平成29年 1月 1日
     （急性看補）第150号       平成28年10月 1日
     （特施）第421号           平成20年10月 1日
     （看補）第702号           平成20年10月 1日
     （医療安全２）第49号      平成23年 3月 1日
     （感染防止２）第27号      平成26年 4月 1日
     （総合評価）第11号        平成21年 3月 1日
     （後発使３）第2号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第36号        平成24年10月 1日
     （認ケア）第22号          平成28年11月 1日
     （回１）第24号            平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第45号      平成28年10月 1日
     （食）第262号             平成 3年 1月 1日
     （がん疼）第71号          平成27年 6月 1日
     （ニコ）第91号            平成20年 8月 1日
     （がん指）第317号         平成24年 8月 1日
     （薬）第46号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第26号          平成22年 4月 1日
     （支援病２）第16号        平成27年10月 1日
     （在医総管）第326号       平成20年 6月 1日
     （在総）第650号           平成27年 3月 1日
     （歩行）第8号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第308号         平成25年10月 1日
     （脳Ⅰ）第103号           平成28年 5月 1日
     （運Ⅰ）第146号           平成28年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第114号           平成28年 5月 1日
     （がんリハ）第25号        平成27年 3月 1日
     （胃瘻造）第27号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第13号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第6018号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1060,3 医療法人博文会　児玉〒640-8335 一般        44（一般入院）第828号       平成26年10月 1日
     和医1060 病院 和歌山市餌差町１丁目１２ （療）第429号             平成18年 5月 1日
     073-436-6557  (073-436-0827) （食）第122号             昭和53年 9月 1日
     （糖管）第14号            平成21年 4月 1日
     （機安１）第3号           平成20年 4月 1日
     （在血液）第3号           平成24年 4月 1日
     （エタ副甲）第3号         平成18年 4月 1日
     （透析水２）第4号         平成24年 8月 1日
     （肢梢）第1号             平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第17号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5829号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12301,1061,1 角谷整形外科病院 〒640-8343 一般        70（一般入院）第876号       平成28年 4月 1日
     和医1061 和歌山市吉田３３７番地 （事補１）第11号          平成28年 4月 1日
     073-433-1161  (073-432-6054) （療）第436号             平成20年 4月 1日
     （医療安全２）第56号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第48号          平成29年 2月 1日
     （食）第473号             平成元年 7月 1日
     （薬）第449号             平成20年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第276号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第277号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第107号           平成29年 1月 1日
     （運Ⅰ）第154号           平成29年 1月 1日
     （血入）第1号             平成28年 4月 1日
     （自家）第1号             平成27年 2月 1日
     （麻管Ⅰ）第16号          平成 8年12月 1日
     （酸単）第5830号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12401,1063,7 和歌山生協病院 〒640-8390 一般       149（一般入院）第903号       平成28年10月 1日
     和医1063 和歌山市有本１４３－１ （診療録１）第10号        平成26年 7月 1日
     073-471-7711  (073-474-2387) （事補２）第80号          平成26年12月 1日
     （急性看補）第104号       平成27年 4月 1日
     （療）第414号             平成15年12月 1日
     （重）第425号             平成16年 5月 1日
     （医療安全２）第66号      平成26年12月 1日
     （感染防止２）第36号      平成29年 6月 1日
     （患サポ）第37号          平成25年 3月 1日
     （呼吸チ）第5号           平成29年 5月 1日
     （後発使１）第19号        平成29年 2月 1日
     （病棟薬１）第10号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第24号        平成24年10月 1日
     （退支）第60号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第30号          平成29年 5月 1日
     （回１）第38号            平成29年 4月 1日
     （地包ケア１）第57号      平成29年 6月 1日
     （食）第246号             平成元年 9月 1日
     （がん疼）第31号          平成22年 4月 1日
     （トリ）第2号             平成24年 4月 1日
     （がん指）第304号         平成24年 6月 1日
     （薬）第5号               平成22年 6月 1日
     （機安１）第4号           平成20年 4月 1日
     （支援病２）第9号         平成26年 9月 1日
     （在医総管）第391号       平成24年 4月 1日
     （在総）第612号           平成24年 4月 1日
     （在看）第5号             平成25年 6月 1日
     （検Ⅱ）第22号            平成25年 2月 1日
     （歩行）第17号            平成28年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第201号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第359号         平成28年 8月 1日
     （菌）第426号             平成21年 1月 1日
     （脳Ⅰ）第110号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅰ）第131号           平成27年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第101号           平成27年 5月 1日
     （透析水１）第25号        平成22年 4月 1日
     （ペ）第11号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第38号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第27号          平成25年 2月 1日
     （輸適）第9号             平成25年 8月 1日
     （造設前）第12号          平成25年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第17号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第5831号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1065,2 みどりが丘ホーム診療〒649-6326 （在医総管）第450号       平成27年 7月 1日
     和医1065 所 和歌山市和佐中２１３の１ （酸単）第6098号          平成29年 4月 1日
     073-477-4374  (073-477-4634)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12601,1066,0 稲田病院 〒641-0004 一般        30（一般入院）第875号       平成28年 4月 1日
     和医1066 和歌山市和田１１７５番地 療養        42（療養入院）第567号       平成18年10月 1日
     073-472-1135  (073-474-1261) （診療録２）第412号       平成16年 9月 1日
     （後発使１）第6号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第45号        平成26年10月 1日
     （地包ケア１）第40号      平成28年 8月 1日
     （食）第161号             昭和57年 2月 1日
     （がん疼）第79号          平成28年 4月 1日
     （ニコ）第100号           平成21年 1月 1日
     （がん指）第231号         平成24年 6月 1日
     （薬）第467号             平成25年 4月 1日
     （支援病３）第9号         平成26年 4月 1日
     （在医総管）第209号       平成18年 4月 1日
     （コン１）第390号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第352号         平成28年 6月 1日
     （脳Ⅲ）第5号             平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第35号            平成18年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第7号             平成18年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第33号          平成28年 4月 1日
     （輸適）第13号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第5832号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1067,8 ナカムラメディカルク〒640-8005 （時間外２）第170号       平成22年 4月 1日
     和医1067 リニック 和歌山市元寺町南ノ丁５０ （地包加）第179号         平成29年 4月 1日
     073-433-3305  (073-433-3306) （喘管）第1号             平成18年 4月 1日
     （ニコ）第3号             平成18年 4月 1日
     （支援診３）第284号       平成28年 9月 1日
     （在医総管）第123号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第5833号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12801,1076,9 医療法人青松会　河西〒640-8413 一般       108（一般入院）第911号       平成28年10月 1日
     和医1076 田村病院 和歌山市島橋東ノ丁１番１１号 （障害入院）第427号       平成22年 6月 1日
     073-455-1015  (073-453-2359) （診療録２）第419号       平成18年 2月 1日
     （特施）第427号           平成22年 6月 1日
     （療）第458号             平成26年 8月 1日
     （重）第457号             平成26年 8月 1日
     （栄養チ）第17号          平成26年 8月 1日
     （患サポ）第28号          平成24年 6月 1日
     （病棟薬１）第9号         平成24年 4月 1日
     （退支）第83号            平成28年12月 1日
     （認ケア）第4号           平成28年 7月 1日
     （回２）第48号            平成27年 3月 1日
     （食）第253号             平成元年 3月 1日
     （ニコ）第77号            平成19年12月 1日
     （がん指）第227号         平成24年 5月 1日
     （薬）第45号              平成22年 6月 1日
     （支援病３）第15号        平成27年10月 1日
     （在医総管）第282号       平成19年 8月 1日
     （歩行）第2号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第203号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第168号           平成27年10月 1日
     （運Ⅰ）第10号            平成22年 4月 1日
     （透析水２）第3号         平成24年 4月 1日
     （ペ）第5号               平成10年 4月 1日
     （酸単）第5834号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1077,7 松風苑診療所 〒640-8483 （外後発使）第62号        平成28年 4月 1日
     和医1077 和歌山市園部１６６８－１ （酸単）第5835号          平成29年 4月 1日
     073-455-3676  (073-455-5311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1078,5 社会福祉法人　山口葵〒649-6318 （酸単）第6019号          平成29年 4月 1日
     和医1078 園診療所 和歌山市藤田２５の１
     073-461-5757  (073-461-5900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13101,1079,3 医療法人良友会　西和〒640-8432 一般        60（一般入院）第630号       平成18年 8月 1日
     和医1079 歌山病院 和歌山市土入１７６番地 療養        60（療養入院）第647号       平成28年 6月 1日
     073-452-1233  (073-452-1040) （看配）第445号           平成18年 8月 1日
     （看補）第659号           平成18年 8月 1日
     （食）第215号             昭和60年12月 1日
     （薬）第42号              平成22年 9月 1日
     （在医総管）第488号       平成29年 6月 1日
     （検Ⅰ）第446号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第312号         平成25年12月 1日
     （脳Ⅱ）第166号           平成27年 9月 1日
     （運Ⅰ）第134号           平成27年 9月 1日
     （呼Ⅰ）第106号           平成27年 9月 1日
     （透析水２）第25号        平成27年12月 1日
     （肢梢）第14号            平成28年 4月 1日
     （ペ）第15号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第2号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第6020号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1081,9 大日山荘診療所 〒640-0304 （在医総管）第414号       平成25年 6月 1日
     和医1081 和歌山市平尾６３４番地 （酸単）第5836号          平成29年 4月 1日
     073-478-3437  (073-478-3079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1082,7 河西診療所 〒640-8442 （ニコ）第123号           平成22年 6月 1日
     和医1082 和歌山市平井字渡り上６６番地の （支援診２）第104号       平成29年 1月 1日
     １ （がん指）第329号         平成24年 9月 1日
     073-451-6177  (073-451-6129) （在医総管）第124号       平成18年 4月 1日
     （在総）第451号           平成18年 4月 1日
     （小検）第9号             平成20年 4月 1日
     （外後発使）第63号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第5837号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13401,1086,8 医療法人愛晋会　中江〒640-8461 一般       192（一般入院）第887号       平成28年 9月 1日
     和医1086 病院 和歌山市船所３０番地の１ （診療録１）第12号        平成27年11月 1日
     073-451-0222  (073-451-0837) （事補１）第12号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第135号       平成28年 9月 1日
     （重）第459号             平成26年10月 1日
     （栄養チ）第13号          平成24年 2月 1日
     （医療安全２）第38号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第23号      平成24年10月 1日
     （患サポ）第22号          平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第20号        平成26年 8月 1日
     （データ提）第41号        平成25年10月 1日
     （退支）第38号            平成24年 4月 1日
     （回１）第13号            平成26年10月 1日
     （地包ケア１）第10号      平成26年10月 1日
     （食）第247号             平成元年 9月 1日
     （がん疼）第59号          平成24年12月 1日
     （がん指１）第12号        平成25年11月 1日
     （がん指２）第9号         平成26年 7月 1日
     （糖防管）第13号          平成24年 7月 1日
     （がん指）第269号         平成24年 6月 1日
     （薬）第9号               平成22年 4月 1日
     （支援病３）第17号        平成28年10月 1日
     （在医総管）第480号       平成28年12月 1日
     （在看）第6号             平成25年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第204号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第357号         平成28年 8月 1日
     （外化２）第4号           平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第67号            平成24年10月 1日
     （運Ⅰ）第86号            平成24年10月 1日
     （呼Ⅰ）第68号            平成24年10月 1日
     （胃瘻造）第28号          平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第443号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第6021号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1089,2 本州化学工業診療所 〒641-0007
     和医1089 和歌山市小雑賀２丁目５番１１５
     号
     073-422-8171  (073-422-8180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13601,1092,6 医療法人旭会　和歌浦〒641-0021 精神       172（精神入院）第464号       平成19年 6月 1日
     和医1092 病院 和歌山市和歌浦東３丁目２番３８ （看配）第461号           平成24年10月 1日
     号 （看補）第747号           平成28年 4月 1日
     073-444-0861  (073-446-2655) （精合併加算）第9号       平成26年 6月 1日
     （精療）第433号           平成26年 4月 1日
     （食）第189号             昭和62年 6月 1日
     （精）第404号             平成15年10月 1日
     （認２）第12号            平成27年 7月 1日
     （ショ大）第6号           平成25年12月17日
     （デ大）第415号           平成25年12月17日
     （医療保護）第1号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第5838号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1093,4 医療法人　青木整形外〒641-0015 一般        19（時間外１）第82号        平成24年 4月 1日
     和医1093 科 和歌山市布引７６３番地の８ （運Ⅱ）第5号             平成18年 4月 1日
     073-446-2110  (073-446-2135) （麻管Ⅰ）第418号         平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1096,7 医療法人殿最会みなが〒640-8342 （時間外１）第52号        平成24年 4月 1日
     和医1096 クリニック 和歌山市友田町４丁目１８ （支援診２）第120号       平成29年 4月 1日
     073-432-2666  (073-432-2666) （在医総管）第125号       平成18年 4月 1日
     （在総）第452号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第8号         平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1098,3 医療法人甃友会　やま〒640-8322 （支援診２）第121号       平成29年 4月 1日
     和医1098 もとクリニック 和歌山市秋月５７０番地 （在医総管）第341号       平成21年 3月 1日
     073-471-0204  (073-488-7530) （在総）第595号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第5839号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1101,5 嶋病院 〒640-8014 一般        57（一般入院）第561号       平成18年 4月 1日
     和医1101 和歌山市西仲間町１丁目３０番地 （診療録２）第452号       平成28年 8月 1日
     073-431-3900  (073-432-6202) （看配）第453号           平成22年 4月 1日
     （看補）第746号           平成28年 4月 1日
     （後発使１）第1号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第66号        平成29年 1月 1日
     （食）第240号             平成元年 4月 1日
     （糖管）第35号            平成26年10月 1日
     （薬）第442号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第407号       平成25年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第205号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第106号           平成28年10月 1日
     （運Ⅱ）第172号           平成29年 4月 1日
     （透析水２）第13号        平成25年 3月 1日
     （酸単）第5840号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14101,1104,9 半羽胃腸病院 〒641-0041 療養        51（療養入院）第564号       平成18年10月 1日
     和医1104 和歌山市堀止南ノ丁４番１１号 （療養改１）第4号         平成24年10月 1日
     073-436-3933  (073-436-5711) （食）第258号             平成 2年 2月 1日
     （糖管）第42号            平成29年 3月 1日
     （薬）第401号             平成12年 4月 1日
     （支援病３）第12号        平成27年 2月 1日
     （在医総管）第444号       平成27年 2月 1日
     （在総）第648号           平成27年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第305号         平成25年 8月 1日
     （脳Ⅲ）第102号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅲ）第54号            平成27年 6月 1日
     （胃瘻造）第45号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第6202号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1105,6 医療法人　森医院 〒649-6339 （時間外２）第109号       平成22年 4月 1日
     和医1105 和歌山市弘西７９３ （地包加）第158号         平成29年 4月 1日
     073-461-0005  (073-461-2839) （在医総管）第20号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第9号         平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1111,4 今福診療所 〒641-0044 一般        10（時間外１）第18号        平成24年 4月 1日
     和医1111 和歌山市今福２丁目１番１６号 （地包加）第161号         平成29年 4月 1日
     073-425-2775  (073-425-4383) （診入院）第846号         平成26年 4月 1日
     （診入帰）第3号           平成28年 4月 1日
     （患サポ）第26号          平成24年 4月 1日
     （後発使３）第1号         平成28年 4月 1日
     （退支）第39号            平成24年 4月 1日
     （食）第280号             平成 6年10月 1日
     （支援診３）第250号       平成28年 4月 1日
     （在診実１）第19号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第126号       平成18年 4月 1日
     （在総）第453号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5841号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1112,2 医療法人一穂会　武用〒640-8303 （時間外２）第229号       平成22年 4月 1日
     和医1112 整形外科 和歌山市鳴神１００５ （脳Ⅲ）第72号            平成24年 4月 1日
     073-473-5000  (073-474-4875) （運Ⅱ）第131号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1113,0 森内科小児科 〒640-8319 （がん指）第298号         平成24年 6月 1日
     和医1113 和歌山市手平４丁目２番２１号 （外後発使）第155号       平成29年 1月 1日
     073-422-6588  (073-422-6588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14601,1114,8 生協芦原診療所 〒640-8124 （時間外２）第287号       平成24年 4月 1日
     和医1114 和歌山市雄松町２丁目５５ （地包加）第190号         平成29年 4月 1日
     073-423-4349  (073-424-3061) （ニコ）第127号           平成22年 9月 1日
     （支援診２）第125号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第127号       平成18年 4月 1日
     （在総）第454号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第64号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第5842号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1116,3 志波医院 〒641-0052 （１７５）第1号           平成14年 4月 1日
     和医1116 和歌山市東高松２丁目９番２６号
     073-436-1355  (073-436-1356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1118,9 医療法人　岡内科医院〒640-8293
     和医1118 和歌山市駕町４８番地
     073-433-3872  (073-433-5712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1119,7 医療法人松隆会松山医〒640-8125 一般         5
     和医1119 院 和歌山市島崎町３丁目５番地
     073-422-1293  (073-422-1293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1121,3 医療法人圭泉会　三谷〒641-0034 （外後発使）第10号        平成28年 4月 1日
     和医1121 整形外科内科 和歌山市新高町９番１０号
     073-444-6311  (073-448-2144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1125,4 医療法人弘愛会　黒田〒640-8435 一般         3（時間外１）第3号         平成24年 4月 1日
     和医1125 医院 和歌山市古屋６４番地 療養        16（地包加）第178号         平成29年 4月 1日
     073-451-7458  (073-451-7566) （診入院）第800号         平成24年 4月 1日
     （支援診２）第127号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第331号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第128号       平成18年 4月 1日
     （在総）第625号           平成24年 7月 1日
     （酸単）第5843号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1127,0 石井内科 〒640-8443
     和医1127 和歌山市延時１４７番地の１３グ
     ランドビル２階
     073-452-3010  (073-452-7282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1128,8 向井病院 〒649-6331 一般        21（一般入院）第588号       平成18年 4月 1日
     和医1128 和歌山市北野２８３番地 療養        49（療養入院）第660号       平成28年10月 1日
     073-461-1156  (073-462-2521) （食）第305号             平成 9年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第182号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第8号             平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第97号            平成19年 7月 1日
     （酸単）第5845号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15401,1129,6 北山クリニック 〒640-8444
     和医1129 和歌山市次郎丸７８番地の３
     073-454-2700  (073-454-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1133,8 向陽病院 〒640-8315 一般       102（一般入院）第881号       平成28年 4月 1日
     和医1133 和歌山市津秦４０番地 療養        48（療養入院）第641号       平成27年 9月 1日
     073-474-2000  (073-474-1880) （診療録２）第434号       平成22年11月 1日
     （事補２）第53号          平成24年 4月 1日
     （急性看補）第125号       平成28年 4月 1日
     （食）第261号             平成 2年 8月 1日
     （がん疼）第57号          平成24年 7月 1日
     （トリ）第8号             平成24年 4月 1日
     （がん指）第250号         平成24年 6月 1日
     （薬）第11号              平成 6年 1月 1日
     （機安１）第31号          平成25年10月 1日
     （機安２）第10号          平成25年10月 1日
     （在医総管）第400号       平成24年 7月 1日
     （検Ⅰ）第447号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第2号             平成20年 4月 1日
     （血内）第412号           平成24年 4月 1日
     （神経）第32号            平成26年 6月 1日
     （Ｃ気鏡）第1号           平成24年 4月 1日
     （ポ断コ複）第412号       平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第329号         平成26年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第208号         平成24年 4月 1日
     （外化２）第3号           平成20年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第159号           平成27年 6月 1日
     （運Ⅰ）第12号            平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第8号             平成18年 4月 1日
     （透析水１）第46号        平成25年11月 1日
     （脊刺）第410号           平成23年 7月 1日
     （ペ）第12号              平成10年 4月 1日
     （大）第6号               平成10年 4月 1日
     （腎）第412号             平成26年 2月 1日
     （胃瘻造）第46号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第22号        平成27年10月 1日
     （酸単）第6016号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1137,9 耳鼻咽喉科池田クリニ〒640-8343 （高）第1号               平成 6年 4月 1日
     和医1137 ック 和歌山市吉田５８８
     073-431-5963  (073-431-5969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15701,1140,3 医療法人　賛政会　米〒640-8341 （時間外２）第285号       平成24年 4月 1日
     和医1140 満内科 和歌山市黒田１０８番地の７ （ニコ）第54号            平成18年10月 1日
     073-471-2555  (073-471-2555) （支援診３）第280号       平成28年 6月 1日
     （がん指）第404号         平成28年 8月 1日
     （在医総管）第25号        平成18年 4月 1日
     （在総）第537号           平成18年 6月 1日
     （酸単）第5846号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1141,1 医療法人　乾医院 〒640-8239 （外後発使）第11号        平成28年 4月 1日
     和医1141 和歌山市上町６０番地 （酸単）第5847号          平成29年 4月 1日
     073-422-9055  (073-422-4779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1142,9 産婦人科　Ｍｙ　Ｃｌ〒640-8033 一般        19（時間外１）第121号       平成26年 5月 1日
     和医1142 ｉｎｉｃ 和歌山市本町６丁目５５番地 （診入院）第860号         平成26年 5月 1日
     073-422-0102  (073-422-0153) （ハイ妊娠）第25号        平成21年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第74号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5848号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1144,5 医療法人　小西眼科 〒640-8482 （コン１）第380号         平成29年 3月 1日
     和医1144 和歌山市六十谷２２２番地の３９
     073-461-7701  (073-461-7703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1145,2 宮本医院 〒641-0051 一般        19（時間外２）第233号       平成22年 4月 1日
     和医1145 和歌山市西高松１丁目５番３６号 （地包加）第173号         平成29年 4月 1日
     073-422-6065  (073-424-2096) （診入院）第879号         平成28年 4月 1日
     （総合評価）第8号         平成20年 4月 1日
     （後発使１）第16号        平成28年 7月 1日
     （退支）第26号            平成24年 4月 1日
     （食）第450号             平成17年 9月 1日
     （ニコ）第14号            平成18年 7月 1日
     （支援診３）第309号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第369号         平成26年 9月 1日
     （在医総管）第129号       平成18年 4月 1日
     （在総）第455号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第122号       平成28年 7月 1日
     （脳Ⅲ）第99号            平成28年 3月 1日
     （運Ⅱ）第164号           平成28年 3月 1日
     （呼Ⅱ）第34号            平成28年 3月 1日
     （酸単）第5849号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1146,0 楽得内科 〒640-8336 （時間外２）第26号        平成22年 4月 1日
     和医1146 和歌山市柳丁３９番地 （地包加）第184号         平成29年 4月 1日
     073-436-4611  (073-433-7310) （在医総管）第22号        平成18年 4月 1日
     （１７５）第93号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16301,1148,6 医療法人　宮崎クリニ〒640-8342 （外後発使）第65号        平成28年 4月 1日
     和医1148 ック 和歌山市友田町２丁目１５３
     073-431-7391  (073-432-9026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1150,2 星野胃腸クリニック 〒640-8342 一般        18（診入院）第850号         平成26年 4月 1日
     和医1150 和歌山市友田町５丁目３２番地 （診緩診）第3号           平成26年 4月 1日
     073-422-0007  (073-422-2288) （退支）第25号            平成24年 4月 1日
     （がん疼）第26号          平成22年 4月 1日
     （支援診２）第114号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第290号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第130号       平成18年 4月 1日
     （在総）第654号           平成27年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第23号        平成28年 3月 1日
     （酸単）第6023号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1151,0 綿貫整形外科 〒649-6331 一般        19（時間外１）第10号        平成24年 4月 1日
     和医1151 和歌山市北野２８１ （診入院）第851号         平成26年 4月 1日
     073-462-6200  (073-462-6600) （診入帰）第6号           平成28年 4月 1日
     （退支）第21号            平成24年 4月 1日
     （食）第425号             平成15年 7月 1日
     （運Ⅱ）第130号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第5851号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,1157,7 アンシアナトー診療所〒640-8422 （酸単）第6024号          平成29年 4月 1日
     和医1157 和歌山市松江東１丁目７番２５号
     073-454-8900  (073-454-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1158,5 山口整形外科 〒640-8472 一般        19（時間外１）第78号        平成24年 4月 1日
     和医1158 和歌山市大谷４０５の１ （診入院）第883号         平成28年 8月 1日
     073-452-3121  (073-453-0554) （運Ⅱ）第123号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1159,3 大新クリニック 〒640-8352
     和医1159 和歌山市北ノ新地裏田町３３番地
     073-431-8311  (073-431-8316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1160,1 医療法人　上西内科 〒640-8243 （時間外２）第254号       平成22年 6月 1日
     和医1160 和歌山市徒町２８番地 （酸単）第5852号          平成29年 4月 1日
     073-422-2965  (073-422-4072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1162,7 医療法人恒生会　菱川〒640-8263
     和医1162 クリニック 和歌山市茶屋ノ丁１番地３
     073-423-8201  (073-423-8205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1163,5 医療法人真正会　龍神〒641-0008 （脳Ⅲ）第10号            平成20年 4月 1日
     和医1163 整形外科 和歌山市北中島１丁目５番１号 （運Ⅱ）第11号            平成18年 4月 1日
     073-436-0001  (073-424-6067)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17201,1164,3 西庄園診療所 〒640-0112 （時間外２）第118号       平成22年 4月 1日
     和医1164 和歌山市西庄１１３３番地の２ （１７５）第342号         平成14年 4月 1日
     073-452-8856  (073-452-8890) （酸単）第5853号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1165,0 医療法人山本内科・消〒641-0013 （がん指）第321号         平成24年 8月 1日
     和医1165 化器科 和歌山市内原９３７－２８ （酸単）第5854号          平成29年 4月 1日
     073-447-2203  (073-445-0668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1169,2 和歌山市夜間・休日応〒640-8137 （補管）第796号           平成22年11月 1日
     (01,3169,6) 急診療センター 和歌山市吹上５丁目２番１５号 （１７５）第456号         平成14年 4月 1日
     和医1169 073-425-8181  (073-425-8182) （酸単）第5948号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1171,8 紀伊クリニック 〒649-6332 一般        19（時間外１）第117号       平成26年 4月 1日
     和医1171 和歌山市宇田森２７５番地の１０ （地包加）第176号         平成29年 4月 1日
     073-461-7161  (073-461-7112) （診入院）第843号         平成26年 4月 1日
     （医療安全２）第59号      平成24年 4月 1日
     （総合評価）第16号        平成24年 4月 1日
     （食）第306号             平成10年 5月 1日
     （支援診３）第251号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第342号         平成25年 1月 1日
     （在医総管）第131号       平成18年 4月 1日
     （在総）第457号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5855号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1174,2 医療法人　塩﨑医院 〒640-8482 一般         4（時間外１）第103号       平成24年 6月 1日
     和医1174 和歌山市六十谷３６３番地の３ （地包加）第191号         平成29年 5月 1日
     073-461-8004  (073-461-7446) （ニコ）第33号            平成18年 8月 1日
     （支援診２）第101号       平成28年 9月 1日
     （がん指）第344号         平成25年 3月 1日
     （在医総管）第343号       平成21年 4月 1日
     （在総）第607号           平成23年10月 1日
     （酸単）第5856号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1176,7 岩本脳神経外科 〒640-8314
     和医1176 和歌山市神前３９５番地の２
     073-474-3357  (073-474-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1178,3 喜多クリニック和歌山〒640-8269
     和医1178 診療所 和歌山市小松原通１丁目１番１１
     号大岩ビル３階
     073-425-2235  (073-425-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17901,1179,1 岩橋内科 〒641-0008 （時間外１）第46号        平成24年 4月 1日
     和医1179 和歌山市北中島１丁目７番１２号 （地包加）第131号         平成29年 4月 1日
     073-427-1030  (073-427-1703) （支援診２）第94号        平成28年 5月 1日
     （在緩診実）第2号         平成28年 6月 1日
     （在医総管）第133号       平成18年 4月 1日
     （在総）第459号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1181,7 須佐病院 〒640-8324 一般        93（一般入院）第753号       平成24年 7月 1日
     和医1181 和歌山市吹屋町４丁目３０番地 （診療録２）第435号       平成23年 3月 1日
     073-427-1111  (073-427-1235) （事補２）第73号          平成26年 4月 1日
     （総合評価）第20号        平成25年 5月 1日
     （後発使３）第8号         平成28年10月 1日
     （病棟薬１）第5号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第22号        平成24年 9月 1日
     （退支）第68号            平成28年 4月 1日
     （地包ケア２）第1号       平成26年 7月 1日
     （食）第300号             平成 8年 2月 1日
     （薬）第29号              平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第209号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第210号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第11号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第69号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第18号          平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第438号         平成26年10月 1日
     （酸単）第5857号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1183,3 医療法人伊奈胃腸科 〒640-8033 （がん指）第380号         平成26年12月 1日
     和医1183 和歌山市本町２丁目４２番地 （外後発使）第12号        平成28年 4月 1日
     073-428-1717  (073-432-3038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1184,1 医療法人小倉皮膚科 〒640-8059 （時間外２）第176号       平成22年 4月 1日
     和医1184 和歌山市鷺ノ森明神丁２
     073-432-7500  (073-432-7501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1185,8 一般財団法人ＮＳメデ〒640-8404 （外来環）第54号          平成27年 2月 1日
     (01,3185,2) ィカル・ヘルスケアサ和歌山市湊１８５０ （ニコ）第15号            平成18年 7月 1日
     和医1185 ービス和歌山診療所 073-454-4115  (073-455-8777) （がん指）第311号         平成24年 8月 1日
     （外後発使）第148号       平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第6号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第171号       平成26年12月 1日
     （補管）第541号           平成10年 4月 1日
     （矯診）第14号            平成26年 3月 1日
     （酸単）第5858号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18401,1186,6 社会福祉法人　わかう〒641-0061 （支援診３）第253号       平成28年 4月 1日
     和医1186 ら会診療所 和歌山市田野１７５ （在医総管）第135号       平成18年 4月 1日
     073-445-0808  (073-445-0030) （在総）第461号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第6025号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1187,4 横山内科 〒641-0043 （ニコ）第34号            平成18年 8月 1日
     和医1187 和歌山市宇須１丁目５－１５ （がん指）第357号         平成26年 3月 1日
     073-422-1741  (073-425-3034) （Ｃ・Ｍ）第284号         平成24年 8月 1日
     （外後発使）第66号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1188,2 医療法人栄会貴志内科〒640-8441 （時間外２）第87号        平成22年 4月 1日
     和医1188 和歌山市栄谷７４５ （支援診３）第319号       平成29年 4月 1日
     073-455-1120  (073-455-2271) （在医総管）第136号       平成18年 4月 1日
     （在総）第462号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第151号       平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1193,2 上林神経内科クリニッ〒641-0015 （時間外２）第142号       平成22年 4月 1日
     和医1193 ク 和歌山市布引６５２－６ （在医総管）第312号       平成20年 4月 1日
     073-447-3111  (073-447-3111) （神経）第4号             平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1194,0 高山病院 〒641-0007 一般        50（一般入院）第831号       平成26年10月 1日
     和医1194 和歌山市小雑賀３丁目１－１１ （診療録２）第451号       平成28年 4月 1日
     073-426-2151  (073-426-2653) （後発使１）第12号        平成28年 5月 1日
     （病棟薬１）第6号         平成24年 4月 1日
     （認ケア）第23号          平成28年12月 1日
     （食）第304号             平成 9年 9月 1日
     （がん指）第316号         平成24年 8月 1日
     （薬）第536号             平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第211号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第110号           平成29年 6月 1日
     （運Ⅲ）第51号            平成27年 2月 1日
     （透析水２）第12号        平成25年 1月 1日
     （肢梢）第2号             平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第29号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第5859号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1195,7 和田胃腸科医院 〒640-8323
     和医1195 和歌山市太田一丁目４番２１号
     073-473-5252  (073-473-5759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,1196,5 北島橋クリニック 〒640-8403 （がん指）第384号         平成27年 1月 1日
     和医1196 和歌山市北島５５８－１
     073-457-2626  (073-457-2625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19101,1197,3 クリニック三木 〒640-8462 （支援診３）第347号       平成29年 4月 1日
     和医1197 和歌山市粟２５０－３ （在診実１）第12号        平成26年 7月 1日
     073-453-2080  (073-453-2278) （在医総管）第138号       平成18年 4月 1日
     （在総）第463号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第358号         平成28年 8月 1日
     （脳Ⅲ）第12号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅲ）第2号             平成18年 4月 1日
     （酸単）第5860号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1198,1 芦辺クリニック 〒640-8126
     和医1198 和歌山市南片原２丁目１２
     073-436-6363  (073-436-3775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1201,3 和田皮膚科 〒640-8314
     和医1201 和歌山市神前１２６－３
     073-474-5656  (073-474-5656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,1203,9 寒川内科医院 〒640-0345 （時間外１）第42号        平成24年 4月 1日
     和医1203 和歌山市桑山１６４－３ （地包加）第181号         平成29年 4月 1日
     073-479-3633  (073-479-3655) （支援診３）第329号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第257号       平成18年 8月 1日
     （在総）第545号           平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19501,1205,4 誠佑記念病院 〒649-6335 一般        82（一般入院）第888号       平成28年 9月 1日
     和医1205 和歌山市西田井３９１ 療養        30（療養入院）第667号       平成28年10月 1日
     073-462-6211  (073-462-6633) （診療録２）第404号       平成14年 7月 1日
     （事補２）第50号          平成24年 4月 1日
     （急性看補）第73号        平成26年 6月 1日
     （重）第442号             平成24年 8月 1日
     （療養１）第7号           平成18年 4月 1日
     （医療安全２）第34号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第7号       平成24年 4月 1日
     （データ提）第43号        平成26年 4月 1日
     （食）第310号             平成10年11月 1日
     （薬）第54号              平成22年10月 1日
     （機安１）第25号          平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第448号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第24号            平成28年 4月 1日
     （歩行）第16号            平成28年 7月 1日
     （ヘッド）第13号          平成28年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第212号         平成24年 4月 1日
     （心Ⅰ）第10号            平成26年12月 1日
     （脳Ⅱ）第173号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第142号           平成28年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第95号            平成26年12月 1日
     （透析水２）第21号        平成26年 9月 1日
     （肢梢）第18号            平成28年 6月 1日
     （経特）第408号           平成21年 4月 1日
     （経中）第5号             平成21年 4月 1日
     （ペ）第25号              平成10年11月 1日
     （大）第13号              平成10年11月 1日
     （胃瘻造）第16号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5861号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,1206,2 一般社団法人和歌山市〒640-8319 （画１）第407号           平成14年 4月 1日
     和医1206 医師会成人病センター和歌山市手平２丁目１－２和歌山 （Ｃ・Ｍ）第213号         平成24年 4月 1日
     ビッグ愛４Ｆ （Ｃ・Ｍ）第327号         平成26年 6月 1日
     073-435-5199  (073-435-5205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,1207,0 竹の里園診療所 〒640-0305
     和医1207 和歌山市明王寺３－１
     073-466-2233  (073-478-3313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1208,8 三木町寺下整形外科 〒640-8105 （ニコ）第209号           平成29年 3月 1日
     和医1208 和歌山市三木町南ノ丁３５ （脳Ⅲ）第14号            平成20年 4月 1日
     073-435-5552  (073-435-5565) （運Ⅰ）第100号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第6080号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19901,1213,8 はまだ産婦人科 〒649-6314 一般        19（時間外１）第38号        平成24年 4月 1日
     和医1213 和歌山市島２３０ー２ （診入院）第835号         平成26年 4月 1日
     073-462-0341  (073-462-1006) （患サポ）第7号           平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第26号        平成21年 4月 1日
     （ニコ）第225号           平成29年 6月 1日
     （がん指）第221号         平成24年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第70号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5862号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,1214,6 医療法人　裕紫会　オ〒640-8303 一般        19（時間外１）第15号        平成24年 4月 1日
     和医1214 リオン 和歌山市鳴神１２９ー５ （診入院）第884号         平成28年 9月 1日
     073-476-5381  (073-476-1166) （在血液）第4号           平成26年 6月 1日
     （透析水２）第18号        平成26年 4月 1日
     （肢梢）第15号            平成28年 5月 1日
     （酸単）第6087号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1215,3 下間クリニック 〒640-8464 （時間外１）第14号        平成24年 4月 1日
     和医1215 和歌山市市小路４０２ （ニコ）第87号            平成20年 7月 1日
     073-455-1718  (073-455-5828) （支援診２）第115号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第140号       平成18年 4月 1日
     （在総）第465号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1220,3 生協こども診療所 〒640-8390 （小検）第15号            平成23年10月 1日
     和医1220 和歌山市有本１４４ー１７ （酸単）第6090号          平成29年 4月 1日
     073-476-4455  (073-476-4476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,1222,9 上山病院 〒641-0013 一般        32（一般入院）第894号       平成28年10月 1日
     和医1222 和歌山市内原９９８ 療養        30（療養入院）第655号       平成28年10月 1日
     073-446-1200  (073-445-0115) （重）第474号             平成28年12月 1日
     （療養改１）第1号         平成24年 4月 1日
     （医療安全２）第60号      平成24年 4月 1日
     （食）第406号             平成12年 7月 1日
     （がん指）第236号         平成24年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第179号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第97号            平成27年11月 1日
     （運Ⅱ）第161号           平成27年11月 1日
     （胃瘻造）第23号          平成26年 7月 1日
     （酸単）第5864号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,1225,2 村上内科 〒641-0033 （時間外１）第47号        平成24年 4月 1日
     和医1225 和歌山市松ケ丘１ー８ー１３ （地包加）第138号         平成29年 4月 1日
     073-446-3070  (073-448-2276) （支援診２）第95号        平成28年 5月 1日
     （がん指）第297号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第141号       平成18年 4月 1日
     （在総）第466号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20501,1227,8 なんぶ胃腸科内科 〒640-8482 （時間外１）第1号         平成24年 4月 1日
     和医1227 和歌山市六十谷１０２２ー１ （地包加）第130号         平成29年 4月 1日
     073-461-3511  (073-461-3611) （がん疼）第17号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第67号            平成19年 4月 1日
     （がん指）第104号         平成22年 7月 1日
     （在医総管）第24号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第6082号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,1228,6 きたクリニック 〒641-0008 （時間外１）第35号        平成24年 4月 1日
     和医1228 和歌山市北中島１ー５ー１クリニ （透析水２）第22号        平成26年12月 1日
     ックビルりゅうじん３Ｆ （酸単）第5865号          平成29年 4月 1日
     073-436-0733  (073-436-0127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1229,4 タナカ眼科 〒640-8043 一般         4（診入院）第803号         平成24年 4月 1日
     和医1229 和歌山市福町３７番地 （ロー検）第6号           平成24年 7月 1日
     073-431-3546  (073-431-3667) （コン１）第371号         平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,1246,8 ももたにクリニック 〒640-8331 （ショ小）第4号           平成18年 9月 1日
     和医1246 和歌山市美園町５丁目６番７ （デ小）第404号           平成13年 5月 1日
     073-433-7115  (073-433-7116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1248,4 夏見整形外科 〒640-8434
     和医1248 和歌山市榎原７３番地の２
     073-456-6500  (073-456-6464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,1249,2 二澤医院 〒649-6314 （時間外１）第58号        平成24年 4月 1日
     和医1249 和歌山市島２６番地の８１ （地包加）第109号         平成27年 7月 1日
     073-461-0697  (073-461-7488) （ニコ）第16号            平成18年 7月 1日
     （がん指）第275号         平成24年 6月 1日
     （外後発使）第156号       平成29年 1月 1日
     （酸単）第5866号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,1251,8 くろだ耳鼻咽喉科 〒640-8341 （高）第410号             平成14年 4月 1日
     和医1251 和歌山市黒田２５４番地の３ （外後発使）第13号        平成28年 4月 1日
     073-473-3396  (073-473-3396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,1252,6 こうざき産婦人科 〒641-0041 一般        14（時間外１）第77号        平成24年 4月 1日
     和医1252 和歌山市堀止南ノ丁３番７号 （診入院）第847号         平成26年 4月 1日
     073-436-4550  (073-426-5096) （ＨＰＶ）第75号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5867号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21301,1253,4 田中内科医院 〒641-0056 （時間外２）第152号       平成22年 4月 1日
     和医1253 和歌山市秋葉町７番２８号 （地包加）第177号         平成29年 4月 1日
     073-447-0222  (073-447-3444) （支援診３）第357号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第262号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第286号       平成19年 9月 1日
     （在総）第562号           平成19年 9月 1日
     （外後発使）第121号       平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,1254,2 前田眼科医院 〒640-8329 （コン１）第362号         平成28年12月 1日
     和医1254 和歌山市田中町５丁目１番地の１
     ５田端ビル２階
     073-436-3613  (073-436-3613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1256,7 田中内科医院雑賀崎診〒641-0062 （時間外２）第151号       平成22年 4月 1日
     和医1256 療部 和歌山市雑賀崎１０４１番地 （地包加）第175号         平成29年 4月 1日
     073-447-2600  (073-447-2600) （外後発使）第142号       平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1257,5 和歌山生協病院附属診〒640-8390 （時間外１）第17号        平成24年 4月 1日
     和医1257 療所 和歌山市有本１４１－１ （がん疼）第28号          平成22年 4月 1日
     073-471-8171  (073-473-7169) （糖防管）第5号           平成24年 4月 1日
     （地包診）第8号           平成29年 4月 1日
     （ニコ）第125号           平成22年 8月 1日
     （支援診２）第117号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第111号         平成22年 9月 1日
     （在医総管）第142号       平成18年 4月 1日
     （在総）第467号           平成18年 4月 1日
     （透析水１）第26号        平成22年 4月 1日
     （酸単）第5868号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1258,3 山東整形外科肛門科医〒641-0004 （時間外１）第4号         平成24年 4月 1日
     和医1258 院 和歌山市和田１２０２番地の５ （支援診３）第361号       平成29年 4月 1日
     073-471-5800  (073-471-5071) （在医総管）第243号       平成18年 6月 1日
     （在総）第538号           平成18年 6月 1日
     （脳Ⅲ）第15号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第15号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第5869号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1259,1 オレンジクリニック木〒640-8431 （高）第414号             平成15年 7月 1日
     和医1259 村耳鼻咽喉科 和歌山市向字大西１５１－４ （ニコ）第134号           平成22年11月 1日
     073-457-1133  (073-457-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,1261,7 医療法人　粉川レディ〒640-8482 一般        13（時間外１）第44号        平成24年 4月 1日
     和医1261 スクリニック 和歌山市六十谷３６６－４ （診入院）第848号         平成26年 4月 1日
     073-461-0349  (073-461-9000) （ハイ妊娠）第27号        平成21年 4月 1日
     （ハイⅠ）第4号           平成20年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第10号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第5870号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22001,1263,3 仲河眼科医院 〒640-8341 （コン１）第361号         平成28年11月 1日
     和医1263 和歌山市黒田１３８－１
     073-471-1223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22101,1264,1 済生会和歌山病院 〒640-8158 一般       200（一般入院）第904号       平成28年10月 1日
     和医1264 和歌山市十二番丁４５ （超急性期）第12号        平成24年 9月 1日
     073-424-5185  (073-425-6485) （診療録２）第411号       平成16年 7月 1日
     （事補２）第89号          平成27年11月 1日
     （急性看補）第122号       平成28年 4月 1日
     （療）第412号             平成15年10月12日
     （栄養チ）第16号          平成26年 6月 1日
     （医療安全１）第24号      平成21年 8月 1日
     （感染防止１）第19号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第18号          平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第7号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第37号        平成24年10月 1日
     （退支）第4号             平成24年 4月 1日
     （認ケア）第33号          平成29年 5月 1日
     （回３）第432号           平成26年 7月 1日
     （食）第430号             平成15年10月12日
     （糖管）第9号             平成20年 7月 1日
     （がん疼）第43号          平成22年 8月 1日
     （がん指３）第3号         平成26年 4月 1日
     （ニコ）第70号            平成19年 5月 1日
     （肝炎）第2号             平成22年 4月 1日
     （薬）第424号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第6号           平成20年 4月 1日
     （持血測）第10号          平成29年 5月 1日
     （検Ⅱ）第20号            平成23年10月 1日
     （血内）第406号           平成20年 4月 1日
     （神経）第15号            平成20年 6月 1日
     （画１）第426号           平成24年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第187号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第287号         平成24年10月 1日
     （冠動Ｃ）第2号           平成20年 9月 1日
     （心臓Ｍ）第3号           平成20年 9月 1日
     （抗悪処方）第7号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第429号         平成20年 4月 1日
     （菌）第415号             平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第112号           平成29年 6月 1日
     （運Ⅰ）第84号            平成24年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第65号            平成24年 6月 1日
     （透析水２）第10号        平成24年12月 1日
     （肢梢）第17号            平成28年 5月 1日
     （乳セ２）第10号          平成26年 6月 1日
     （乳腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （ペ）第409号             平成15年10月12日
     （大）第403号             平成15年10月12日
     （内下不切）第1号         平成27年 4月 1日
     （胃瘻造）第39号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第22号          平成24年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （造設前）第1号           平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第417号         平成18年12月 1日
     （テ組織）第414号         平成18年10月 1日
     （酸単）第5871号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1265,8 クリニック宮本 〒640-8472
     和医1265 和歌山市大谷１０６－１
     073-454-1500  (073-454-5755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1266,6 こばやし小児科 〒640-8393
     和医1266 和歌山市畑屋敷端ノ丁３７
     073-402-0322  (073-402-0329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1267,4 新谷医院 〒640-8125 （支援診３）第356号       平成29年 4月 1日
     和医1267 和歌山市島崎町７丁目１４番地 （在医総管）第144号       平成18年 4月 1日
     073-422-6629  (073-425-0531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,1268,2 医療法人　以心会　浜〒641-0052 一般        19（ニコ）第38号            平成18年 8月 1日
     和医1268 田脳神経外科・内科 和歌山市東高松３丁目４－２５ （支援診３）第348号       平成29年 4月 1日
     073-445-7331  (073-445-1090) （在医総管）第145号       平成18年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第16号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第104号           平成20年 4月 1日
     （酸単）第5872号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1269,0 かわしま眼科クリニッ〒640-8412 （コン１）第345号         平成28年 5月 1日
     和医1269 ク 和歌山市狐島３７０－１
     073-480-4114  (073-480-4141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,1270,8 医療法人　あさかクリ〒649-6264 （時間外２）第154号       平成22年 4月 1日
     和医1270 ニック 和歌山市新庄４６６－１ （ニコ）第76号            平成19年10月 1日
     073-477-5155  (073-477-5233) （がん指）第370号         平成26年 9月 1日
     （酸単）第5873号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,1273,2 道浦クリニック 〒640-8315 （時間外１）第5号         平成24年 4月 1日
     和医1273 和歌山市津秦１１３－５ （地包加）第168号         平成29年 4月 1日
     073-472-7377  (073-472-7717) （支援診３）第353号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第3号         平成26年 4月 1日
     （がん指）第296号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第147号       平成18年 4月 1日
     （在総）第470号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5874号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,1274,0 光定内科 〒641-0021 （時間外２）第112号       平成22年 4月 1日
     和医1274 和歌山市和歌浦東２丁目８－２０ （ニコ）第17号            平成18年 7月 1日
     073-445-3200  (073-445-0979)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23001,1275,7 和歌山県子ども・女性〒641-0014
     和医1275 ・障害者相談センター和歌山市毛見琴ノ浦１４３７番地
     の２１８
     073-445-5311  (073-446-0036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,1276,5 中谷クリニック 〒640-8212 （時間外２）第102号       平成22年 4月 1日
     和医1276 和歌山市杉ノ馬場２丁目９１ （ニコ）第18号            平成18年 7月 1日
     073-428-2000  (073-433-8855) （がん指）第270号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第148号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第5875号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,1277,3 和歌山南放射線科クリ〒641-0012 （画１）第417号           平成18年 3月 1日
     和医1277 ニック 和歌山市紀三井寺８７０番地２ （ポ断）第411号           平成28年 4月 1日
     073-447-3300  (073-447-3636) （ポ断コ複）第411号       平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第268号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第269号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第4号           平成21年 5月 1日
     （心臓Ｍ）第6号           平成21年 1月 1日
     （酸単）第5949号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,1279,9 丸山整形外科 〒640-8213 （外後発使）第124号       平成28年 7月 1日
     和医1279 和歌山市舟大工町１２ （脳Ⅱ）第140号           平成25年 5月 1日
     073-422-1727  (073-422-7278) （運Ⅰ）第101号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第5876号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,1280,7 愛川眼科 〒641-0041 （コン１）第374号         平成29年 3月 1日
     和医1280 和歌山市堀止南ノ丁４番３号 （１７５）第490号         平成18年 8月21日
     073-436-4425  (073-436-7987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,1281,5 角谷リハビリテーショ〒640-8344 一般 （療）第432号             平成18年10月10日
     和医1281 ン病院 和歌山市納定字前筋１０－１ 　　一般    60（回２）第43号            平成26年 1月 1日
     073-475-1230  (073-475-1231) （食）第480号             平成18年12月 1日
     （心Ⅰ）第14号            平成28年 7月 1日
     （脳Ⅰ）第89号            平成27年 2月 1日
     （運Ⅰ）第124号           平成27年 2月 1日
     （経口）第1号             平成26年 4月 1日
     （集コ）第20号            平成27年 2月 1日
     （酸単）第5877号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23601,1282,3 宇治田循環器科内科 〒640-8434 一般        19（時間外２）第230号       平成22年 4月 1日
     和医1282 和歌山市榎原２０４番地の８ （地包加）第172号         平成29年 4月 1日
     073-455-6699  (073-452-6540) （診入院）第881号         平成28年 5月 1日
     （後発使１）第20号        平成29年 4月 1日
     （糖管）第17号            平成21年 5月 1日
     （機安１）第7号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第326号         平成26年 6月 1日
     （脳Ⅲ）第66号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第126号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第48号            平成24年 4月 1日
     （透析水２）第30号        平成28年 6月 1日
     （肢梢）第4号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第5844号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,1283,1 きのしたクリニック 〒649-6324 一般        19（時間外１）第83号        平成24年 4月 1日
     和医1283 和歌山市祢宜９７０番地の１ （診入院）第827号         平成26年 4月 1日
     073-465-3777  (073-477-5500) （ニコ）第157号           平成23年11月 1日
     （神経）第5号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第214号         平成24年 4月 1日
     （外後発使）第14号        平成28年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第129号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第57号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第5878号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,1284,9 医療法人　新生会　岩〒641-0035 一般        11（時間外１）第12号        平成24年 4月 1日
     和医1284 橋産科婦人科 和歌山市関戸１丁目６番４４号 （診入院）第840号         平成26年 4月 1日
     073-444-4060  (073-444-4096) （ハイ妊娠）第28号        平成21年 4月 1日
     （ハイⅠ）第3号           平成19年 2月 5日
     （ＨＰＶ）第43号          平成23年10月 1日
     （胎心エコ）第3号         平成23年 4月 1日
     （酸単）第5879号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,1285,6 前田外科 〒640-8483 一般        19（時間外２）第132号       平成22年 4月 1日
     和医1285 和歌山市園部９６９番地の２ （がん指）第293号         平成24年 6月 1日
     073-461-0002  (073-461-1256) （在医総管）第272号       平成19年 3月 1日
     （酸単）第5880号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,1286,4 髙田整形外科内科クリ〒640-0112 （時間外２）第298号       平成24年 8月 1日
     和医1286 ニック 和歌山市西庄３３８番地の５７ （支援診３）第352号       平成29年 4月 1日
     073-453-7733  (073-454-9910) （がん指）第364号         平成26年 4月 1日
     （在医総管）第273号       平成19年 3月 1日
     （在総）第555号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,1287,2 堀止西クリニック 〒641-0045 （酸単）第5881号          平成29年 4月 1日
     和医1287 和歌山市堀止西１丁目１番１２号
     073-402-6878  (073-402-6879)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24201,1288,0 吹上クリニック 〒640-8137 一般         4（時間外１）第6号         平成24年 4月 1日
     和医1288 和歌山市吹上２丁目５－２８ （地包加）第145号         平成29年 4月 1日
     073-423-2700  (073-423-5789) （ニコ）第80号            平成20年 4月 1日
     （在医総管）第465号       平成28年 4月 1日
     （外後発使）第67号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,1289,8 長谷川内科医院 〒640-8441 （時間外２）第45号        平成22年 4月 1日
     和医1289 和歌山市栄谷２番地の３ （がん指）第334号         平成24年 9月 1日
     073-457-2339  (073-457-2347) （肝炎）第5号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第278号       平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,1290,6 紀泉ＫＤクリニック 〒640-8471 一般        19（時間外１）第70号        平成24年 4月 1日
     和医1290 和歌山市善明寺３５８番地１ （地包加）第116号         平成28年 3月 1日
     073-454-5515  (073-454-5565) （診入院）第842号         平成26年 4月 1日
     （診入帰）第9号           平成28年 4月 1日
     （退支）第27号            平成24年 4月 1日
     （食）第464号             平成19年 8月 1日
     （糖管）第28号            平成23年 8月 1日
     （ニコ）第212号           平成29年 4月 1日
     （機安１）第8号           平成20年 4月 1日
     （透析水２）第5号         平成24年 8月 1日
     （肢梢）第9号             平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第10号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5882号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,1291,4 眼科松本クリニック 〒640-8264 一般         5（時間外１）第26号        平成24年 4月 1日
     和医1291 和歌山市湊桶屋町１１番地 （ロー検）第1号           平成24年 4月 1日
     073-427-1500  (073-427-1370) （コン１）第321号         平成28年 4月 1日
     （先１４０）第11号        平成28年 5月 1日
     （酸単）第6202号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,1292,2 楊消化器クリニック 〒640-8269 （がん疼）第9号           平成22年 4月 1日
     和医1292 和歌山市小松原通５丁目２０番地 （ニコ）第120号           平成22年 4月 1日
     073-427-2155  (073-427-7688) （がん指）第99号          平成22年 7月 1日
     （肝炎）第8号             平成22年 4月 1日
     （外化２）第13号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第5883号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24701,1293,0 古梅記念病院 〒640-8325 一般       110（一般入院）第724号       平成24年 4月 1日
     和医1293 和歌山市新生町５番３７号 （診療録２）第446号       平成26年12月 1日
     073-431-0351  (073-431-8715) （看配）第450号           平成20年 8月 1日
     （看補）第716号           平成24年 4月 1日
     （療）第475号             平成27年10月 1日
     （重）第439号             平成21年 8月 1日
     （後発使２）第35号        平成28年 5月 1日
     （データ提）第56号        平成27年 4月 1日
     （地包ケア１）第29号      平成27年10月 1日
     （食）第485号             平成19年 7月14日
     （薬）第445号             平成19年 7月14日
     （在医総管）第285号       平成19年 7月14日
     （Ｃ・Ｍ）第365号         平成29年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第216号         平成24年 4月 1日
     （外化２）第11号          平成20年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第133号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第67号            平成24年 4月 1日
     （集コ）第13号            平成22年11月 1日
     （胃瘻造）第40号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第18号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第6099号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,1294,8 医療法人　和久会　か〒640-8402 （時間外２）第210号       平成22年 4月 1日
     和医1294 とうクリニック 和歌山市野崎１３３－１ （支援診３）第337号       平成29年 4月 1日
     073-480-1233  (073-480-0200) （がん指）第390号         平成27年 7月 1日
     （在医総管）第288号       平成19年 8月 1日
     （在総）第565号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,1295,5 木下胃腸科内科医院 〒640-8323 （時間外２）第29号        平成22年 4月 1日
     和医1295 和歌山市太田５５４番地の５ （がん指）第247号         平成24年 6月 1日
     073-471-6470  (073-471-6478) （外後発使）第74号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第5884号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,1296,3 今村病院 〒640-8272 一般        52（一般入院）第723号       平成24年 4月 1日
     和医1296 和歌山市砂山南２丁目４番２１号 （看補）第714号           平成24年 1月 1日
     073-425-3271  (073-425-3435) （退支）第53号            平成27年 4月 1日
     （回３）第426号           平成22年 4月 1日
     （食）第487号             平成19年 9月 1日
     （がん指）第100号         平成22年 7月 1日
     （在医総管）第443号       平成27年 1月 1日
     （神経）第21号            平成22年 9月 1日
     （脳Ⅱ）第164号           平成27年 7月 1日
     （運Ⅱ）第159号           平成27年 7月 1日
     （酸単）第6026号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25101,1297,1 だけクリニック耳鼻咽〒640-8333 （高）第434号             平成20年 2月17日
     和医1297 喉科・アレルギー科 和歌山市蔵小路１５番地１
     073-402-4351  (073-402-4352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,1298,9 池田耳鼻いんこう科院〒641-0055 （高）第439号             平成21年11月 1日
     和医1298 和歌山市和歌川町９番３９号
     073-446-1487  (073-447-9873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,1299,7 医療法人藤陽会ケアラ〒640-8341 （在医総管）第334号       平成20年10月 1日
     和医1299 ンド内科 和歌山市黒田２７９番地４号
     073-475-0312  (073-472-8817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25401,1301,1 独立行政法人労働者健〒640-8505 一般       303（一般入院）第884号       平成28年 8月 1日
     和医1301 康安全機構　和歌山労和歌山県和歌山市木ノ本９３番１ （超急性期）第9号         平成21年 1月11日
     災病院 073-451-3181  (073-452-7171) （診療録２）第431号       平成21年 1月11日
     （事補２）第46号          平成24年 4月 1日
     （急性看補）第162号       平成29年 3月 1日
     （看夜配）第5号           平成28年 4月 1日
     （療）第466号             平成27年 1月 1日
     （重）第437号             平成21年 3月 1日
     （無菌１）第5号           平成28年 8月 1日
     （無菌２）第4号           平成24年 4月 1日
     （医療安全１）第23号      平成21年 1月11日
     （感染防止１）第35号      平成29年 5月 1日
     （患サポ）第45号          平成26年10月 1日
     （褥瘡ケア）第5号         平成21年 1月11日
     （ハイ妊娠）第23号        平成21年 1月11日
     （ハイ分娩）第14号        平成21年 1月11日
     （病棟薬１）第12号        平成24年 4月 1日
     （病棟薬２）第3号         平成29年 4月 1日
     （データ提）第25号        平成24年10月 1日
     （退支）第5号             平成24年 4月 1日
     （認ケア）第11号          平成28年 8月 1日
     （精疾診）第2号           平成28年 4月 1日
     （集３）第417号           平成28年 8月 1日
     （小入４）第408号         平成21年 1月11日
     （食）第490号             平成21年 1月11日
     （高）第438号             平成21年 5月 1日
     （糖管）第11号            平成21年 1月11日
     （がん疼）第35号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第4号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第6号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第5号         平成26年 4月 1日
     （糖防管）第14号          平成24年11月 1日
     （トリ）第11号            平成24年 4月 1日
     （ニコ）第223号           平成29年 6月 1日
     （開）第408号             平成21年 1月11日
     （がん計）第151号         平成28年 5月 1日
     （肝炎）第18号            平成22年 4月 1日
     （薬）第452号             平成22年 4月 1日
     （地連計）第2号           平成28年 4月 1日
     （機安１）第24号          平成21年 1月11日
     （持血測）第5号           平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第59号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第475号           平成21年 1月11日
     （検Ⅱ）第17号            平成22年 4月 1日
     （歩行）第10号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第9号           平成26年 1月 1日
     （神経）第19号            平成21年 1月11日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （補聴）第408号           平成21年 1月11日
     （コン１）第317号         平成28年 4月 1日
     （小検）第13号            平成21年 1月11日
     （Ｃ気鏡）第2号           平成24年10月 1日
     （画１）第421号           平成21年 1月11日
     （Ｃ・Ｍ）第217号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第218号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第6号           平成22年 6月 1日
     （心臓Ｍ）第7号           平成22年 6月 1日
     （抗悪処方）第9号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第442号         平成21年 1月11日
     （菌）第427号             平成21年 1月11日
     （心Ⅰ）第16号            平成29年 5月 1日
     （脳Ⅰ）第83号            平成26年 9月 1日
     （運Ⅰ）第115号           平成26年 9月 1日
     （呼Ⅰ）第89号            平成26年 9月 1日
     （がんリハ）第19号        平成26年 9月 1日
     （集コ）第18号            平成26年 9月 1日
     （脳刺）第408号           平成21年 1月11日
     （脊刺）第409号           平成21年 1月11日
     （乳セ１）第10号          平成26年 2月 1日
     （乳セ２）第11号          平成27年 1月 1日
     （乳腫）第5号             平成28年 8月 1日
     （ペ）第420号             平成21年 1月11日
     （大）第409号             平成21年 1月11日
     （早大腸）第8号           平成26年 4月 1日
     （腎）第411号             平成21年 1月11日
     （胃瘻造）第21号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第20号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第5号             平成24年 4月 1日
     （造設前）第14号          平成26年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第420号         平成21年 1月11日
     （放専）第412号           平成21年 1月11日
     （外放）第6号             平成21年 1月11日
     （高放）第429号           平成21年 4月 1日
     （増線）第5号             平成26年 5月 1日
     （酸単）第6201号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,1302,9 医療法人靖徳会　花野〒649-6339 （時間外２）第137号       平成22年 4月 1日
     和医1302 医院 和歌山市弘西７７４番地の１０ （ニコ）第108号           平成21年 8月 1日
     073-461-8189  (073-462-1523) （支援診３）第254号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第282号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第342号       平成21年 2月 1日
     （在総）第580号           平成21年 2月 1日
     （酸単）第5885号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25601,1304,5 渡辺内科 〒640-8404 （時間外１）第16号        平成24年 4月 1日
     和医1304 和歌山市湊３２１８番地
     073-425-0323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,1306,0 元寺町クリニック 〒640-8024 （時間外２）第264号       平成23年 4月 1日
     和医1306 和歌山市元寺町１丁目３２　元寺 （ニコ）第117号           平成22年 4月 1日
     町ビル４Ｆ
     073-428-8686  (073-428-8866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,1307,8 医療法人　医聖会　近〒640-8331 （ロー検）第8号           平成29年 3月 1日
     和医1307 藤眼科和歌山診療所 和歌山市美園町五丁目１２番地１ （コン３）第2号           平成29年 4月 1日
     水了軒ビル２階
     073-421-5811  (073-421-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,1308,6 串上内科消化器科 〒649-6312 （時間外２）第67号        平成22年 4月 1日
     和医1308 和歌山市川辺１３３番地の１ （ニコ）第115号           平成22年 1月 1日
     073-464-3050  (073-464-3051) （がん指）第330号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第489号       平成29年 6月 1日
     （外後発使）第103号       平成28年 4月 1日
     （酸単）第6089号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001,1309,4 医療法人廣井皮膚泌尿〒640-8324 （外後発使）第119号       平成28年 7月 1日
     和医1309 器科 和歌山市吹屋町４丁目３４番地
     073-425-6506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,1311,0 一般社団法人　たかみ〒641-0015 （時間外１）第86号        平成24年 4月 1日
     和医1311 クリニック 和歌山市布引８６５番地の６　ア （支援診２）第116号       平成29年 4月 1日
     ベニュー名草１階 （在診実１）第7号         平成26年 4月 1日
     073-419-3193  (073-419-3192) （在医総管）第365号       平成22年10月 5日
     （在総）第596号           平成22年10月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,1312,8 九鬼耳鼻咽喉科 〒640-8315 （高）第442号             平成22年12月 1日
     和医1312 和歌山市津秦３番地の２６ （ニコ）第166号           平成24年10月 1日
     073-473-8733  (073-475-0633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,1313,6 はぜはら整形外科クリ〒640-8304
     和医1313 ニック 和歌山市松島２００－４
     073-475-0055  (073-475-0056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,1314,4 じょうはたクリニック〒640-8314 （時間外２）第280号       平成24年 4月 1日
     和医1314 和歌山市神前３２２－６ （がん指）第323号         平成24年 9月 1日
     073-475-8050  (073-475-8051) （在医総管）第374号       平成23年 3月 3日
     （在総）第599号           平成23年 3月 3日
     （酸単）第6027号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26501,1315,1 岡田内科消化器クリニ〒641-0056 （ニコ）第149号           平成23年 5月10日
     和医1315 ック 和歌山市秋葉町２番１９号 （がん指）第327号         平成24年 9月 1日
     073-445-5770  (073-445-5771) （在医総管）第376号       平成23年 5月10日
     （酸単）第5886号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,1316,9 なかた消化器・内科ク〒641-0006 （がん指）第218号         平成24年 3月 1日
     和医1316 リニック 和歌山市中島５７４－２ （外化２）第16号          平成24年 4月 1日
     073-418-7077  (073-418-7078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,1317,7 月山チャイルドケアク〒640-8269 一般 （時間外１）第101号       平成24年 4月 1日
     和医1317 リニック 和歌山市小松原通一丁目３番地 　　一般    19（診入院）第833号         平成26年 4月 1日
     073-423-2300  (073-423-4000) （後発使１）第10号        平成28年 4月 1日
     （食）第497号             平成24年 4月 1日
     （酸単）第5887号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,1318,5 ゆうゆうクリニック 〒640-8401 （がん疼）第58号          平成24年10月 1日
     和医1318 和歌山市福島字小路口２６９番８ （ニコ）第174号           平成25年 7月 1日
     073-457-1130  (073-457-1666) （支援診３）第334号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第403号       平成24年10月 1日
     （在総）第649号           平成27年 2月 1日
     （酸単）第5888号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901,1319,3 うつのみやレディース〒641-0002 （ＨＰＶ）第49号          平成24年11月 1日
     和医1319 クリニック 和歌山市新中島１３２番地の６ （酸単）第5890号          平成29年 4月 1日
     073-474-1987  (073-499-5995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,1320,1 医療法人　松本診療所〒640-8329 （認２）第8号             平成25年 1月 1日
     和医1320 和歌山市田中町二丁目８０番
     073-425-6510  (073-425-6518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27101,1322,7 堀口記念病院 〒640-8222 一般 （一般入院）第921号       平成29年 5月 1日
     和医1322 和歌山市湊本町三丁目４番地１ 　　一般   150（診療録２）第443号       平成26年11月 1日
     073-435-0113  (073-435-0114) （事補２）第76号          平成26年 5月 1日
     （看配）第477号           平成29年 6月 1日
     （看補）第753号           平成29年 5月 1日
     （後発使１）第7号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第32号        平成29年 6月 1日
     （データ提）第51号        平成27年 4月 1日
     （回２）第47号            平成26年11月 1日
     （食）第499号             平成25年 2月 1日
     （ニコ）第179号           平成26年 1月 1日
     （薬）第466号             平成25年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第293号         平成25年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第294号         平成25年 3月 1日
     （脳Ⅱ）第163号           平成27年10月 1日
     （運Ⅰ）第113号           平成26年11月 1日
     （胃瘻造）第30号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第5889号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,1323,5 石本胃腸肛門クリニッ〒640-8329 （時間外２）第299号       平成25年 5月 1日
     和医1323 ク 和歌山市田中町三丁目１番地 （支援診３）第323号       平成29年 4月 1日
     073-422-6524  (073-436-2934) （在医総管）第435号       平成26年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第298号         平成25年 4月 1日
     （酸単）第5891号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,1324,3 月山ベビィクリニック〒640-8322
     和医1324 和歌山市秋月４８３番地
     073-475-2500  (073-475-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,1325,0 花山ママクリニック 〒640-8322 一般 （時間外１）第108号       平成25年 5月 1日
     和医1325 和歌山市秋月４８３番地 　　一般    19（診入院）第873号         平成27年 8月 1日
     073-474-1001  (073-471-0200) （医療安全２）第69号      平成28年 2月 1日
     （ハイ妊娠）第56号        平成25年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第72号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5892号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,1326,8 クリニックジョイ耳鼻〒640-8463 （高）第448号             平成25年 5月 1日
     和医1326 咽喉科アレルギー科 和歌山市楠見中１６９ー１ワッセ （ニコ）第172号           平成25年 5月 1日
     ナー２１ー１０１号
     073-480-1717  (073-480-1010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,1327,6 浜之宮メンタルクリニ〒641-0013
     和医1327 ック 和歌山市内原９４８番地
     073-448-2331  (073-444-2899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27701,1328,4 木下耳鼻いんこう科 〒641-0007 （酸単）第5893号          平成29年 4月 1日
     和医1328 和歌山市小雑賀７２８番地の１
     073-402-3387  (073-402-3390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801,1329,2 山中眼科 〒640-8212 （コン１）第369号         平成29年 2月 1日
     和医1329 和歌山市杉の馬場一丁目４１－１
     073-431-3904  (073-431-4814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,1330,0 さとう内科 〒640-8323 （時間外２）第318号       平成26年 7月 1日
     和医1330 和歌山市太田６６７番地６ （ニコ）第183号           平成26年 7月 1日
     073-475-0111  (073-475-6385) （支援診２）第91号        平成28年 5月 1日
     （在医総管）第438号       平成26年 7月 1日
     （在総）第647号           平成26年 7月 1日
     （酸単）第5894号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001,1331,8 しおたに循環器内科ク〒641-0011 （時間外２）第319号       平成26年10月 1日
     和医1331 リニック 和歌山市三葛６７７番１ （ニコ）第186号           平成26年10月 1日
     073-446-3333  (073-446-3737) （支援診３）第255号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第440号       平成26年10月 1日
     （酸単）第5895号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101,1332,6 鈴木眼科 〒640-8331 （コン１）第346号         平成28年 5月 1日
     和医1332 和歌山市美園町三丁目３４番地　 （酸単）第5896号          平成29年 4月 1日
     けやきＯＮＥ２０３
     073-499-5528  (073-499-5538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,1333,4 いまえクリニック 〒640-8391 （ニコ）第190号           平成27年 4月 1日
     和医1333 和歌山市加納２０１番地８ （支援診３）第338号       平成29年 4月 1日
     073-412-1126  (073-412-1127) （在医総管）第445号       平成27年 4月 1日
     （在総）第652号           平成27年 4月 1日
     （神経）第34号            平成27年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第340号         平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301,1334,2 医療法人　光愛心　ま〒649-6311 （運Ⅱ）第154号           平成27年 5月 1日
     和医1334 つやま整形外科クリニ和歌山市里８６番地１
     ック 073-462-8881  (073-462-8882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,1335,9 医療法人　誠人会　与〒640-8451 （ニコ）第195号           平成27年 7月 1日
     和医1335 田病院附属　ふじと台和歌山市中５７３番地の１９エス （支援診３）第363号       平成29年 5月 1日
     クリニック タシオンふじと台駅前ビル東棟４ （在医総管）第462号       平成28年 4月 1日
     階Ｅ４０１号室
     073-499-8801  (073-499-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501,1336,7 耳鼻咽喉科はやしクリ〒640-8301 （高）第451号             平成27年 9月 1日
     和医1336 ニック 和歌山市岩橋９９２番地１ （ニコ）第198号           平成27年 9月 1日
     073-474-3321  (073-474-3301)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28601,1337,5 綿貫第二クリニック 〒649-6331 一般 （時間外１）第125号       平成27年11月 1日
     和医1337 和歌山市北野字川原田２８５番地　　一般    19（診入院）第876号         平成27年11月 1日
     073-462-6202  (073-462-6202) （診入帰）第7号           平成28年 4月 1日
     （退支）第55号            平成27年11月 1日
     （食）第504号             平成27年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第441号         平成27年11月 1日
     （酸単）第5897号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701,1338,3 うらがみ内科クリニッ〒640-8391 （時間外１）第126号       平成27年12月 1日
     和医1338 ク 和歌山市加納２９７－１ （地包加）第114号         平成27年12月 1日
     073-475-4970  (073-499-7528) （ニコ）第201号           平成27年12月 1日
     （支援診２）第103号       平成28年 8月 1日
     （在医総管）第456号       平成27年12月 1日
     （在総）第658号           平成27年12月 1日
     （酸単）第5898号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801,1339,1 井上整形外科・内科 〒640-8228 （在医総管）第460号       平成28年 2月 1日
     和医1339 和歌山市小人町南ノ丁２０番地 （脳Ⅲ）第100号           平成28年 2月 1日
     073-433-2500  (073-422-5500) （運Ⅱ）第165号           平成28年 2月 1日
     （酸単）第6028号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,1340,9 谷ヒフ科 〒641-0021
     和医1340 和歌山市和歌浦東２丁目９番４８
     号
     073-446-1550  (073-446-1715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001,1341,7 十一番丁てらしたクリ〒640-8159 （Ｃ・Ｍ）第353号         平成28年 7月 1日
     和医1341 ニック 和歌山市十一番丁１８ （脳Ⅰ）第113号           平成29年 6月 1日
     073-425-1123  (073-425-0101) （運Ⅰ）第163号           平成29年 6月 1日
     （酸単）第6079号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101,1342,5 寺下サニークリニック〒640-8119 （ニコ）第205号           平成28年 7月 1日
     和医1342 和歌山市和歌町２２番地 （在医総管）第473号       平成28年 7月 1日
     073-436-5522  (073-426-1377) （Ｃ・Ｍ）第355号         平成28年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第356号         平成28年 7月 1日
     （脳Ⅲ）第105号           平成28年 7月 1日
     （運Ⅰ）第151号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,1343,3 稲田クリニック 〒641-0004 一般 （時間外１）第130号       平成28年10月 1日
     和医1343 和歌山市和田４６１番地 　　一般    19（診入院）第886号         平成28年12月 1日
     073-475-3131  (073-475-3136) （ハイ妊娠）第75号        平成28年12月 1日
     （ＨＰＶ）第83号          平成28年10月 1日
     （酸単）第5899号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29301,1344,1 おくむらクリニック 〒640-8158 （時間外２）第331号       平成28年 9月 1日
     和医1344 和歌山市十二番丁９番地リヴァー （支援診３）第285号       平成28年 9月 1日
     ジュ十二番丁ビル２階 （在医総管）第476号       平成28年 9月 1日
     073-435-0510  (073-435-0520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401,1345,8 医療法人　鶴寿会　酒〒640-0103 （在医総管）第482号       平成29年 1月 1日
     和医1345 井内科 和歌山市加太９３９番地１０
     073-459-2277  (073-459-2861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501,1346,6 多屋クリニック 〒640-8322 （時間外１）第132号       平成29年 4月 1日
     和医1346 和歌山市秋月２４番地　しんあい （支援診２）第128号       平成29年 4月 1日
     クリニックセンター３Ｂ （在医総管）第487号       平成29年 4月 1日
     073-471-2481  (073-471-2482) （在総）第668号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601,5001,3 小川内科、リウマチ科〒640-8216 （外後発使）第133号       平成28年 8月 1日
     和医5001 和歌山市元博労町２０
     073-433-9488  (073-433-9488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701,5005,4 淀澤医院 〒640-8402 （時間外２）第47号        平成22年 4月 1日
     和医5005 和歌山市野崎１８－１ （ニコ）第144号           平成23年 4月 1日
     073-457-2393  (073-457-2388) （がん指）第403号         平成28年 8月 1日
     （酸単）第5900号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,5014,6 大谷医院 〒641-0012 （在医総管）第311号       平成20年 4月 1日
     和医5014 和歌山市紀三井寺１００６ （１７５）第270号         平成14年 4月 1日
     073-444-5690  (073-445-4726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,5017,9 加守田医院 〒640-8303 （時間外１）第30号        平成24年 4月 1日
     和医5017 和歌山市鳴神５０５－１３ （支援診３）第282号       平成28年 8月 1日
     073-475-1175  (073-475-1175) （在診実１）第24号        平成28年 8月 1日
     （がん指）第387号         平成27年 4月 1日
     （在医総管）第27号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第75号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30001,5021,1 岡本医院 〒640-8483 （がん指）第391号         平成27年 8月 1日
     和医5021 和歌山市園部５９６－１５６
     073-455-6468  (073-455-6468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,5023,7 まつもとクリニック 〒640-8304 （支援診３）第301号       平成29年 4月 1日
     和医5023 和歌山市松島３４７ー５ （がん指）第366号         平成26年 7月 1日
     073-476-0801  (073-476-0802) （在医総管）第151号       平成18年 4月 1日
     （在総）第473号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5901号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201,5024,5 クリニックもり 〒649-6335 （時間外２）第90号        平成22年 4月 1日
     和医5024 和歌山市西田井２１６ー１ （地包加）第129号         平成29年 4月 1日
     073-464-3060  (073-464-3067) （外後発使）第15号        平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30301,5026,0 黒田医院 〒640-8343 （時間外１）第31号        平成24年 4月 1日
     和医5026 和歌山市吉田３１８ （外後発使）第16号        平成28年 4月 1日
     073-422-3990  (073-422-3990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,5028,6 つの小児科 〒641-0035 （外後発使）第76号        平成28年 4月 1日
     和医5028 和歌山市関戸１丁目４ー１０ （酸単）第5902号          平成29年 4月 1日
     073-448-3234  (073-448-3235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,5030,2 神人クリニックなぐさ〒641-0015 （高）第50号              平成11年10月 1日
     和医5030 耳鼻咽喉科 和歌山市布引９１４ー１５
     073-448-0408  (073-447-9212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601,5032,8 坂井医院 〒640-8341
     和医5032 和歌山市黒田一丁目４番８号
     073-476-1451  (073-476-1451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701,5036,9 宮﨑泌尿器科内科クリ〒640-8425 （時間外１）第104号       平成24年 6月 1日
     和医5036 ニック 和歌山市松江北６丁目２番２２号 （支援診３）第295号       平成29年 4月 1日
     073-457-0870  (073-457-0879) （在診実１）第11号        平成26年 6月 1日
     （在医総管）第153号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,5045,0 みやもと眼科医院 〒641-0012 （コン１）第358号         平成28年 9月 1日
     和医5045 和歌山市紀三井寺５３９ー５
     073-446-3336  (073-446-3339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,5047,6 三木内科 〒640-8463 （時間外２）第82号        平成22年 4月 1日
     和医5047 和歌山市楠見中１６９ー１ワッセ （がん指）第368号         平成26年 8月 1日
     ナー２１ （在医総管）第327号       平成20年 6月 1日
     073-454-8115  (073-454-8115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31001,5049,2 ひまわりこどもクリニ〒640-8453 （酸単）第6029号          平成29年 4月 1日
     和医5049 ック 和歌山市木ノ本３０９ー３
     073-480-2515  (073-480-2517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101,5051,8 こやま小児科 〒640-8028 （認２）第11号            平成25年12月 1日
     和医5051 和歌山市匠町２９番地　小山ビル （酸単）第5903号          平成29年 4月 1日
     ３階
     073-431-1158  (073-431-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,5052,6 こやま皮膚科 〒640-8028
     和医5052 和歌山市匠町２９番地　小山ビル
     ２階
     073-431-1155  (073-431-2568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,5053,4 山本皮膚科 〒649-6324
     和医5053 和歌山市祢宜９７１－１
     073-465-3157  (073-465-3158)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31401,5056,7 加藤整形外科 〒649-6275 （運Ⅱ）第79号            平成18年 4月 1日
     和医5056 和歌山市吐前２８３
     073-465-4120  (073-465-4130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,5061,7 まとばクリニック 〒640-8392 （外後発使）第17号        平成28年 4月 1日
     和医5061 和歌山市中之島３０７ー１ （酸単）第5904号          平成29年 4月 1日
     073-475-5670  (073-475-5671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,5062,5 中山レディースクリニ〒640-8203 （がん指）第274号         平成24年 6月 1日
     和医5062 ック 和歌山市東蔵前丁４番地ファース （ＨＰＶ）第33号          平成22年 8月 1日
     トビル２階 （酸単）第5905号          平成29年 4月 1日
     073-402-3741  (073-402-3738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701,5063,3 森内科クリニック 〒640-8390 （がん指）第335号         平成24年 9月 1日
     和医5063 和歌山市有本２２６－１２番地
     073-402-3281  (073-402-3281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801,5064,1 竹内内科胃腸科 〒641-0036 （ニコ）第47号            平成18年 9月 1日
     和医5064 和歌山市西浜９７３－１２ （支援診３）第256号       平成28年 4月 1日
     073-441-5501  (073-441-5503) （がん指）第263号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第258号       平成18年 4月 1日
     （在総）第476号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5906号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31901,5065,8 なかむら消化器科・内〒640-8323 （がん指）第341号         平成24年 9月 1日
     和医5065 科 和歌山市太田７０－１３ （在医総管）第28号        平成18年 4月 1日
     073-475-5385  (073-475-5386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001,5071,6 瀬川皮膚科泌尿器科性〒640-8343 一般         7
     和医5071 病科医院 和歌山市吉田３４７
     073-423-2111  (073-423-2111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,5073,2 岡本クリニック 〒640-8237 （時間外２）第139号       平成22年 4月 1日
     和医5073 和歌山市材木丁７３ （支援診３）第257号       平成28年 4月 1日
     073-432-3244  （がん指）第359号         平成26年 4月 1日
     （在医総管）第155号       平成18年 4月 1日
     （在総）第477号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32201,5074,0 平井診療所 〒640-8432 （支援診３）第313号       平成29年 4月 1日
     和医5074 和歌山市土入２９１－８６ （がん指）第325号         平成24年 9月 1日
     073-480-5262  (073-480-5982) （在医総管）第381号       平成23年 8月 1日
     （在総）第627号           平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32301,5076,5 秋月レディースクリニ〒640-8328 （時間外２）第265号       平成23年 4月 1日
     和医5076 ック 和歌山市木広町５丁目４－４ （ＨＰＶ）第13号          平成22年 4月 1日
     073-423-9888  (073-423-6611) （酸単）第6030号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32401,5077,3 宮本内科 〒641-0012 （時間外１）第96号        平成24年 4月 1日
     和医5077 和歌山市紀三井寺１－５３ （地包加）第134号         平成29年 4月 1日
     073-414-1300  (073-414-1301) （支援診２）第93号        平成28年 5月 1日
     （がん指）第295号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第156号       平成18年 4月 1日
     （在総）第478号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5907号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501,5078,1 斉藤耳鼻咽喉科 〒640-8435
     和医5078 和歌山市古屋９５－１ゼルコバビ
     ル２Ｆ
     073-451-3366  (073-451-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601,5079,9 こむく整形外科 〒640-8412
     和医5079 和歌山市狐島３７３－１
     073-451-5855  (073-451-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32701,5080,7 吉田医院 〒640-8319
     和医5080 和歌山市手平２－５－６
     073-423-5454  (073-423-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32801,5081,5 太田内科医院 〒640-8065 （時間外２）第316号       平成26年 6月 1日
     和医5081 和歌山市山吹丁３４ （がん指）第237号         平成24年 6月 1日
     073-422-3953  (073-422-3953) （酸単）第5950号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901,5082,3 木広町クリニック 〒640-8328 （時間外１）第49号        平成24年 4月 1日
     和医5082 和歌山市木広町５丁目１－１２木 （地包加）第119号         平成28年 4月 1日
     広町クリニックビル１階 （がん疼）第56号          平成24年 5月 1日
     073-433-5566  (073-433-5512) （支援診２）第123号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第157号       平成18年 4月 1日
     （在総）第479号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第184号         平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001,5083,1 きみこ・クリニック　〒640-8341 （がん指）第246号         平成24年 6月 1日
     和医5083 胃腸肛門科 和歌山市黒田一丁目１番１０号ク （酸単）第5908号          平成29年 4月 1日
     リニックビル上林２階
     073-474-2111  (073-474-3737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33101,5084,9 ＭＩＺ麻川クリニック〒641-0014 （がん指）第376号         平成26年10月 1日
     和医5084 和歌山市毛見１１０３－１
     073-447-0729  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33201,5085,6 公園前もり眼科 〒640-8152 （コン１）第343号         平成28年 5月 1日
     和医5085 和歌山市十番丁１５市川ビル３Ｆ
     073-435-3345  (073-435-3343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33301,5086,4 さくらいクリニック 〒641-0011 （がん疼）第72号          平成27年 6月 1日
     和医5086 和歌山市三葛２７９－５ （がん指）第405号         平成28年 8月 1日
     073-448-3366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401,5087,2 眼科　田中クリニック〒640-8331 （ロー検）第2号           平成24年 4月 1日
     和医5087 和歌山市美園町５－１－８山榮ビ （コン１）第322号         平成28年 4月 1日
     ル３階 （外後発使）第112号       平成28年 6月 1日
     073-427-3010  (073-427-2135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501,5088,0 楽クリニック 〒640-8287 （酸単）第5909号          平成29年 4月 1日
     和医5088 和歌山市築港３丁目２１－２
     073-433-5000  (073-433-5775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33601,5102,9 しおじやすひさクリニ〒640-8425 （時間外１）第62号        平成24年 4月 1日
     和医5102 ック 和歌山市松江北７－６－６ （支援診３）第342号       平成29年 4月 1日
     073-455-1600  (073-455-1606) （がん指）第346号         平成25年 4月 1日
     （在医総管）第158号       平成18年 4月 1日
     （在総）第480号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33701,5103,7 みつばクリニック 〒640-8268 （時間外１）第45号        平成24年 4月 1日
     和医5103 和歌山市広道３８ （支援診３）第258号       平成28年 4月 1日
     073-422-2122  (073-422-2266) （がん指）第294号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第159号       平成18年 4月 1日
     （在総）第481号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33801,5104,5 にしばた形成外科クリ〒641-0042 （外後発使）第129号       平成28年 8月 1日
     和医5104 ニック 和歌山市新堀東２－１－１５ （酸単）第5910号          平成29年 4月 1日
     073-425-6223  (073-425-8360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33901,5105,2 みなかた内科 〒640-8425 （時間外２）第173号       平成22年 4月 1日
     和医5105 和歌山市松江北５丁目５番９号 （地包加）第188号         平成29年 4月 1日
     073-480-5556  (073-480-5557) （支援診３）第355号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第160号       平成18年 4月 1日
     （在総）第482号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34001,5106,0 多美クリニック 〒640-8323 （神経）第22号            平成23年10月 1日
     和医5106 和歌山市太田一丁目１３番１０号
     太田ビル３階
     073-475-0010  (073-475-0010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34101,5107,8 しばもり耳鼻咽喉科 〒649-6313 （高）第418号             平成17年 4月 1日
     和医5107 和歌山市楠本７２－１２３
     073-464-1133  (073-464-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34201,5110,2 西川内科クリニック 〒640-8341 （支援診２）第90号        平成28年 5月 1日
     和医5110 和歌山市黒田一丁目２番４号寺本 （在医総管）第259号       平成18年10月 1日
     興産ビル１Ｆ （酸単）第5911号          平成29年 4月 1日
     073-471-0002  (073-475-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301,5111,0 みずこしこどもクリニ〒649-6339 （外後発使）第144号       平成28年10月 1日
     和医5111 ック 和歌山市弘西７９０－１ （酸単）第5912号          平成29年 4月 1日
     073-462-2121  (073-462-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34401,5112,8 しおや整形外科・リハ〒641-0054 （運Ⅱ）第15号            平成18年 4月 1日
     和医5112 ビリテーション科 和歌山市塩屋５丁目１－１５
     073-414-4088  (073-414-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34501,5114,4 さわ内科医院 〒640-8326 （時間外２）第252号       平成22年 5月 1日
     和医5114 和歌山市新留丁３２
     073-422-2365  (073-422-2365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34601,5116,9 レディースクリニック〒640-8104 （時間外２）第129号       平成22年 4月 1日
     和医5116 三木町 和歌山市南休賀町１１番地　３階 （ＨＰＶ）第68号          平成26年 4月 1日
     073-422-4960  (073-422-8244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34701,5117,7 ぶらくり丁放射線科ク〒640-8028 （画１）第420号           平成20年 4月 1日
     和医5117 リニック 和歌山市匠町２５番地ポポロショ （Ｃ・Ｍ）第224号         平成24年 4月 1日
     ッピングセンター３階 （Ｃ・Ｍ）第225号         平成24年 4月 1日
     073-432-5501  (073-432-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34801,5118,5 黒田内科医院 〒640-8481 （時間外１）第89号        平成24年 4月 1日
     和医5118 和歌山市直川西端１－８ （がん指）第332号         平成24年 9月 1日
     073-464-1600  (073-464-1601) （在医総管）第29号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第77号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34901,5119,3 秋岡皮ふ科クリニック〒640-8155
     和医5119 和歌山市九番丁４－１ラウムズ和
     歌山九番丁１階
     073-422-5566  (073-422-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35001,5121,9 楠見台耳鼻咽喉科 〒640-8472
     和医5121 和歌山市大谷４２０－１
     073-456-3341  (073-456-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35101,5123,5 アイリス眼科クリニッ〒641-0013 （コン１）第323号         平成28年 4月 1日
     和医5123 ク 和歌山市内原８１２－７ （外後発使）第18号        平成28年 4月 1日
     073-445-5555  (073-445-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35201,5124,3 西本クリニック 〒640-8156
     和医5124 和歌山市七番丁１６　ワイチビル
     ２Ｆ
     073-428-1220  (073-428-0949)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35301,5126,8 髙橋眼科クリニック 〒640-8472 （コン１）第357号         平成28年 8月 1日
     和医5126 和歌山市大谷２２１－６
     073-480-3777  (073-480-3788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401,5127,6 有田内科 〒640-8159 （時間外１）第120号       平成26年 5月 1日
     和医5127 和歌山市十一番丁５１ （地包加）第136号         平成29年 4月 1日
     073-433-7899  (073-433-4278) （ニコ）第104号           平成21年 4月 1日
     （がん指）第326号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第441号       平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35501,5129,2 なかお眼科医院 〒649-6331 （コン１）第324号         平成28年 4月 1日
     和医5129 和歌山市北野５１７－４
     073-464-0066  (073-464-0067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35601,5130,0 吉村消化器クリニック〒640-8314 （地包加）第144号         平成29年 4月 1日
     和医5130 和歌山市神前１４４－１２ （支援診３）第259号       平成28年 4月 1日
     073-472-7788  (073-473-5577) （がん指）第154号         平成22年11月 1日
     （在医総管）第260号       平成18年11月 1日
     （在総）第547号           平成18年12月 1日
     （酸単）第5913号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35701,5131,8 サンクリニック 〒640-8392 （時間外１）第13号        平成24年 4月 1日
     和医5131 和歌山市中之島１７１６番地 （支援診２）第118号       平成29年 4月 1日
     073-402-7750  (073-402-7790) （在医総管）第261号       平成18年12月 1日
     （在総）第548号           平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35801,5132,6 和中内科・循環器科 〒641-0024 （ニコ）第65号            平成19年 1月 1日
     和医5132 和歌山市和歌浦西１－７－１ （がん指）第302号         平成24年 6月 1日
     073-444-0880  (073-444-2150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901,5133,4 松尾クリニック 〒640-0323 （Ｃ・Ｍ）第363号         平成29年 1月 1日
     和医5133 和歌山市小瀬田１０９－２ （運Ⅱ）第90号            平成19年 1月 1日
     073-479-5055  (073-479-5088) （酸単）第6031号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36001,5134,2 いしぐちクリニック 〒640-8403 （ニコ）第66号            平成19年 3月 1日
     和医5134 和歌山市北島４５３番地の１ （がん指）第216号         平成24年 3月 1日
     073-452-7000  (073-452-7700) （酸単）第5914号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36101,5135,9 松本メンタルクリニッ〒640-0112 （在医総管）第277号       平成19年 5月 1日
     和医5135 ク 和歌山市西庄５５９－２３
     073-452-7183  (073-452-7270)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36201,5136,7 ねごろクリニック 〒640-8392 （在医総管）第279号       平成19年 6月 1日
     和医5136 和歌山市中之島２３４５
     073-435-0411  (073-435-0412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301,5137,5 メンタルクリニックお〒640-8331
     和医5137 おや 和歌山市美園町５丁目６１番地ス
     テーションビルＭＩＯ５階
     073-427-0008  (073-427-3608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36401,5138,3 たまい内科 〒641-0012 （ニコ）第139号           平成22年11月 1日
     和医5138 和歌山市紀三井寺１４５４ （在医総管）第271号       平成19年 4月12日
     073-446-0021  (073-446-0030) （外後発使）第166号       平成29年 4月 1日
     （酸単）第5915号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36501,5139,1 小倉内科 〒640-0351 （ニコ）第72号            平成19年 5月 7日
     和医5139 和歌山市吉礼６１－８ （がん指）第82号          平成22年 7月 1日
     073-478-1912  (073-478-1911) （在医総管）第281号       平成19年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601,5140,9 金澤内科クリニック 〒640-8033 （時間外２）第207号       平成22年 4月 1日
     和医5140 和歌山市本町６丁目２６ （地包加）第151号         平成29年 4月 1日
     073-418-1171  (073-418-1170) （支援診３）第307号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第242号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第291号       平成19年11月 1日
     （在総）第567号           平成19年11月 1日
     （外後発使）第19号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701,5142,5 こばやし内科クリニッ〒640-8453 （ニコ）第145号           平成23年 4月 1日
     和医5142 ク 和歌山市木ノ本５５２－１ （在医総管）第287号       平成19年 9月14日
     073-453-3100  (073-453-7070) （酸単）第6032号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36801,5143,3 嶋倉クリニック 〒641-0045 （時間外１）第21号        平成24年 4月 1日
     和医5143 和歌山市堀止西１丁目３－５ （がん疼）第11号          平成22年 4月 1日
     073-423-3800  (073-423-3811) （支援診３）第260号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第258号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第297号       平成20年 3月 1日
     （在総）第573号           平成20年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第286号         平成24年10月 1日
     （酸単）第5916号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36901,5144,1 まつもと眼科 〒649-6323 （コン１）第325号         平成28年 4月 1日
     和医5144 和歌山市井ノ口１２３－３
     073-477-7500  (073-477-7577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37001,5145,8 きのくに漢方クリニッ〒640-8269 （支援診３）第335号       平成29年 4月 1日
     和医5145 ク 和歌山市小松原通１丁目１－３５ （在医総管）第337号       平成21年 1月 1日
     サンビル４階 （在総）第591号           平成22年 2月 1日
     073-426-1156  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37101,5146,6 奥本医院 〒640-8401 （がん指）第155号         平成22年11月 1日
     和医5146 和歌山市福島５６１ （外後発使）第138号       平成28年 9月 1日
     073-455-0709  (073-454-2223) （酸単）第5917号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37201,5148,2 松田眼科医院 〒641-0052 （コン１）第353号         平成28年 6月 1日
     和医5148 和歌山市東高松３丁目１番１９号
     073-446-2019  (073-446-5575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37301,5149,0 阪井循環器内科医院 〒640-8152 （ニコ）第92号            平成20年 8月 1日
     和医5149 和歌山市十番丁１２十番丁ビル　 （酸単）第5918号          平成29年 4月 1日
     １Ｆ
     073-422-0534  (073-498-8288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37401,5151,6 土井整形クリニック 〒641-0007 （運Ⅱ）第115号           平成22年 2月 1日
     和医5151 和歌山市小雑賀浜脇１５８
     073-426-0555  (073-426-0553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37501,5152,4 おくむら小児科クリニ〒640-8403 （酸単）第6033号          平成29年 4月 1日
     和医5152 ック 和歌山市北島４５３　コンプラベ
     ルデⅡ
     073-456-6900  (073-456-6886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37601,5153,2 小西メンタルクリニッ〒640-8403 （時間外２）第74号        平成22年 4月 1日
     和医5153 ク 和歌山市北島４５３　コンプラベ
     ルデⅡ
     073-455-6191  (073-455-6192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37701,5154,0 はんだ内科クリニック〒640-8435 （時間外２）第76号        平成22年 4月 1日
     和医5154 和歌山市古屋５７－２ （在医総管）第384号       平成23年10月 1日
     073-460-7961  (073-460-7961) （外後発使）第126号       平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37801,5155,7 北村泌尿器科・内科ク〒640-8319 （酸単）第5919号          平成29年 4月 1日
     和医5155 リニック 和歌山市手平５丁目１－１５　マ
     エダビル１Ｆ
     073-423-2330  (073-423-2303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37901,5156,5 松本医院 〒640-8403 （地包加）第146号         平成29年 4月 1日
     和医5156 和歌山市北島１００－２ （支援診３）第245号       平成28年 4月 1日
     073-455-1966  (073-454-1600) （がん指）第363号         平成26年 4月 1日
     （在医総管）第339号       平成21年 1月 1日
     （在総）第579号           平成21年 1月 1日
     （酸単）第5920号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38001,5157,3 はやし整形外科 〒641-0024 （酸単）第5921号          平成29年 4月 1日
     和医5157 和歌山市和歌浦西１丁目１－１０
     073-446-0333  (073-446-0334)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38101,5158,1 有本けいこ皮フ科・内〒641-0007 （時間外２）第191号       平成22年 4月 1日
     和医5158 科クリニック 和歌山市小雑賀３丁目２番４号
     073-427-0777  (073-427-0775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38201,5160,7 中西クリニック 〒640-8331 （時間外２）第73号        平成22年 4月 1日
     和医5160 和歌山市美園町５丁目７－４　テ （在医総管）第346号       平成21年 4月 1日
     ンビル２Ｆ （運Ⅱ）第166号           平成28年 4月 1日
     073-402-3336  (073-402-3337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38301,5161,5 上中クリニック 〒640-8301 （がん疼）第65号          平成25年 9月 1日
     和医5161 和歌山市岩橋１５８３－１ （支援診３）第326号       平成29年 4月 1日
     073-475-5030  (073-475-5010) （在診実１）第10号        平成26年 5月 1日
     （がん指）第381号         平成26年12月 1日
     （在医総管）第347号       平成21年 7月 1日
     （在総）第586号           平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38401,5162,3 みうら循環器内科 〒640-8403 （時間外２）第11号        平成22年 4月 1日
     和医5162 和歌山市北島４５３コンプラベル （支援診３）第345号       平成29年 4月 1日
     デⅡ　１Ｆ　Ａ－１号室 （がん指）第394号         平成27年 9月 1日
     073-480-6100  (073-480-6161) （在医総管）第348号       平成21年 7月 6日
     （在総）第587号           平成21年 7月 6日
     （酸単）第5922号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38501,5163,1 西川内科診療所 〒640-8028 （時間外２）第315号       平成26年 6月 1日
     和医5163 和歌山市匠町２９　小山ビル１階 （地包加）第167号         平成29年 4月 1日
     073-431-0526  (073-431-9918) （がん指）第156号         平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38601,5166,4 岡内科・胃腸科クリニ〒640-0301 （時間外２）第286号       平成24年 4月 1日
     和医5166 ック 和歌山市木枕４１－１ （地包加）第142号         平成29年 4月 1日
     073-497-5800  (073-488-7881) （ニコ）第130号           平成22年10月 1日
     （在医総管）第351号       平成21年10月 5日
     （酸単）第6034号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38701,5169,8 みなかたクリニック 〒641-0055 （時間外１）第39号        平成24年 4月 1日
     和医5169 和歌山市和歌川町１０－３９ （地包加）第164号         平成29年 4月 1日
     073-445-1147  (073-445-1154) （ニコ）第131号           平成22年10月 1日
     （支援診３）第317号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第355号       平成22年 1月 1日
     （在総）第590号           平成22年 1月 1日
     （外後発使）第78号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6035号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38801,5170,6 増田内科 〒640-8425 （外後発使）第20号        平成28年 4月 1日
     和医5170 和歌山市松江北４丁目３番３０号
     073-453-5735  (073-453-5735)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38901,5171,4 ナガタクリニック 〒640-8362
     和医5171 和歌山市岡織屋小路２番地
     073-402-3000  (073-402-3003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39001,5172,2 佐谷医院 〒640-0103 （時間外２）第2号         平成22年 4月 1日
     和医5172 和歌山市加太１１７５番地の１１ （地包加）第156号         平成29年 4月 1日
     073-459-0563  (073-459-0563) （在医総管）第385号       平成23年10月 1日
     （外後発使）第21号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39101,5174,8 メンタルクリニック岩〒640-8203
     和医5174 井 和歌山市東蔵前丁４ファ－ストビ
     ル３階
     073-427-2331  (073-427-2330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39201,5175,5 上出皮フ科クリニック〒641-0051 （在医総管）第362号       平成22年 5月10日
     和医5175 和歌山市西高松１丁目５－５０
     073-402-2200  (073-402-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39301,5182,1 かさの医院 〒640-8314 （時間外２）第269号       平成23年 4月 1日
     和医5182 和歌山市神前３７２－１ （ＨＰＶ）第41号          平成23年 4月 1日
     073-471-1197  (073-471-1127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39401,5183,9 おだ眼科クリニック 〒640-8425 （コン１）第344号         平成28年 5月 1日
     和医5183 和歌山市松江北７丁目１０－３４
     073-480-5455  (073-480-5456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39501,5184,7 さくら内科クリニック〒640-8341 （がん疼）第54号          平成23年 6月 1日
     和医5184 和歌山市黒田１８－６ （ニコ）第151号           平成23年 6月 1日
     073-494-7071  (073-494-7072) （支援診３）第314号       平成29年 4月 1日
     （在診実２）第3号         平成28年 8月 1日
     （がん指）第256号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第379号       平成23年 6月 1日
     （在総）第603号           平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39601,5185,4 なおや内科クリニック〒640-8331 （時間外２）第270号       平成23年 8月 1日
     和医5185 和歌山市美園町３丁目３４番地け
     やきＯＮＥ　２０１
     073-427-0012  (073-402-0355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39701,5187,0 和クリニック 〒640-8324
     和医5187 和歌山市吹屋町四丁目１２－２
     073-422-3678  (073-422-3678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39801,5189,6 いわはし小児科 〒640-8301
     和医5189 和歌山市岩橋１０４８－２
     073-499-6889  (073-499-6889)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39901,5190,4 ほしの整形外科 〒640-8471 （時間外２）第275号       平成24年 2月 1日
     和医5190 和歌山市善明寺３０２番地１ （脳Ⅲ）第64号            平成24年 2月 1日
     073-456-0117  (073-456-0168) （運Ⅱ）第121号           平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40001,5191,2 しもがいとメンタルク〒640-8341 （時間外１）第106号       平成24年 7月 1日
     和医5191 リニック 和歌山市黒田一丁目２－４寺本興 （認１）第9号             平成25年 2月 1日
     産ビル３階
     073-474-2288  (073-499-6904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40101,5192,0 けやきメンタルクリニ〒640-8331 （認２）第3号             平成24年 5月 1日
     和医5192 ック 和歌山市美園町三丁目３４番地け
     やきＯＮＥ　２階２０２
     073-431-5560  (073-431-5563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40201,5193,8 やなせ整形外科 〒640-8444 （運Ⅰ）第97号            平成26年 4月 1日
     和医5193 和歌山市次郎丸１６７－２ （酸単）第5923号          平成29年 4月 1日
     073-456-2600  (073-456-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40301,5194,6 ありいクリニック 〒640-8434 （ニコ）第162号           平成24年 8月 1日
     和医5194 和歌山市榎原８４－１ （がん指）第386号         平成27年 3月 1日
     073-457-9500  (073-457-9501) （酸単）第5924号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40401,5195,3 田村耳鼻咽喉科 〒640-8451 （高）第445号             平成24年10月 1日
     和医5195 和歌山市中字枇杷谷５７３－１９
     ＥＳＴＡＣＩＯＮふじと台駅前ビ
     ル東棟４階Ｅ４０６号室
     073-499-7633  (073-499-7634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40501,5197,9 橘医院 〒640-8341
     和医5197 和歌山市黒田１１７
     073-471-3940  (073-475-3315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40601,5199,5 眼科黒田クリニック 〒640-8033 （コン１）第373号         平成29年 2月 1日
     和医5199 和歌山市本町二丁目１番地フォル
     テワジマ２Ｆ
     073-432-7031  (073-432-7031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40701,5200,1 松本内科クリニック 〒641-0022 （時間外２）第313号       平成26年 4月 1日
     和医5200 和歌山市和歌浦南二丁目２－１ （在医総管）第408号       平成25年 3月23日
     073-448-2558  (073-448-2559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40801,5201,9 せせらぎクリニック 〒640-8435 （時間外１）第109号       平成25年 6月 1日
     和医5201 和歌山市古屋１５３番地７ （地包加）第182号         平成29年 4月 1日
     073-499-7712  (073-499-7713) （がん疼）第63号          平成25年 5月 7日
     （ニコ）第170号           平成25年 5月 7日
     （支援診３）第362号       平成29年 5月 1日
     （がん指）第374号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第409号       平成25年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40901,5203,5 森女性クリニック 〒640-8323 （がん指）第361号         平成26年 4月 1日
     和医5203 和歌山市太田一丁目１０－１３ （ＨＰＶ）第78号          平成26年 6月 1日
     073-488-7027  (073-488-7027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41001,5205,0 あきさきクリニック 〒641-0002 （地包加）第163号         平成29年 4月 1日
     和医5205 和歌山市新中島１２５－１ （支援診３）第328号       平成29年 4月 1日
     073-475-4165  (073-475-4155) （在医総管）第418号       平成25年 8月 1日
     （在総）第633号           平成25年 8月 1日
     （酸単）第5925号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41101,5206,8 おかもと眼科 〒640-8392 （コン１）第326号         平成28年 4月 1日
     和医5206 和歌山市中之島３０７－１
     073-474-7010  (073-474-7020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41201,5207,6 葵町クリニック 〒640-8273 （がん指）第349号         平成25年 5月 1日
     和医5207 和歌山市葵町二丁目３３番地 （ＨＰＶ）第64号          平成26年 4月 1日
     073-432-7876  (073-432-7876) （酸単）第5926号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41301,5208,4 ひうらクリニック 〒640-8342 （酸単）第6036号          平成29年 4月 1日
     和医5208 和歌山市友田町５丁目４３山植ビ
     ル２階
     073-433-7556  (073-433-7556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41401,5209,2 藤田眼科 〒641-0007 （コン１）第375号         平成29年 3月 1日
     和医5209 和歌山市小雑賀７１０
     073-488-4070  (073-488-4071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41501,5211,8 岡本皮フ科 〒641-0007
     和医5211 和歌山市小雑賀浜脇１５８　岡本
     クリニックビル２階
     073-427-5505  (073-427-5506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41601,5213,4 本多内科クリニック 〒640-8235 （時間外２）第302号       平成25年12月 1日
     和医5213 和歌山市東長町六丁目３３番地 （がん指）第399号         平成28年 2月 1日
     073-425-3661  (073-426-2019) （酸単）第5927号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41701,5214,2 かわくぼ皮ふ科クリニ〒640-8104 （酸単）第5928号          平成29年 4月 1日
     和医5214 ック 和歌山市南休賀町１１番地
     073-488-4318  (073-488-4319)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41801,5215,9 あおたハートクリニッ〒640-8142 （酸単）第5929号          平成29年 4月 1日
     和医5215 ク 和歌山市三番丁５４　三番丁タワ
     ー１階１０１号室
     073-427-0324  (073-427-0908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41901,5216,7 しらい眼科 〒640-8451 （コン３）第1号           平成28年 4月 1日
     和医5216 和歌山市中字楠谷５７３番地イオ
     ンモール和歌山Ｂ１Ｆ
     073-452-1113  (073-452-1103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42001,5218,3 耳鼻咽喉科・頭頸部外〒640-8413
     和医5218 科　関口クリニック 和歌山市島橋東ノ丁１－８
     073-488-5383  (073-488-5389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42101,5219,1 堀止こころのクリニッ〒641-0042 （時間外２）第303号       平成26年 5月 1日
     和医5219 ク 和歌山市新堀東一丁目２－４９ （在医総管）第431号       平成26年 5月 1日
     073-425-1818  (073-425-1817) （外後発使）第162号       平成29年 4月 1日
     （認１）第12号            平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42201,5220,9 たけい耳鼻咽喉科 〒640-8453 （高）第449号             平成26年 5月 1日
     和医5220 和歌山市木ノ本２６１－２１ （酸単）第5930号          平成29年 4月 1日
     073-451-3341  (073-451-3350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42301,5222,5 美園町眼科医院 〒640-8331 （コン３）第3号           平成29年 4月 1日
     和医5222 和歌山市美園町五丁目６１番地先
     無番地和歌山ミオ４階
     073-488-6172  (073-488-6173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42401,5223,3 しんどうなおこクリニ〒640-8322 （時間外２）第321号       平成27年 4月 1日
     和医5223 ック 和歌山市秋月２７５－１ （地包加）第183号         平成29年 4月 1日
     073-472-0333  (073-472-0300) （ニコ）第187号           平成27年 1月 1日
     （支援診２）第124号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第442号       平成27年 1月 1日
     （在総）第651号           平成27年 4月 1日
     （酸単）第5931号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42501,5224,1 メンタルクリニックふ〒640-8137
     和医5224 きあげ 和歌山市吹上二丁目５－４０　Ｄ
     ビル１Ｆ－南館
     073-488-6670  (073-488-6671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42601,5225,8 中山内科 〒640-8152
     和医5225 和歌山市十番丁６１
     073-433-8355  (073-433-8686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42701,5227,4 いらなみのりこメンタ〒640-8329 （認２）第13号            平成27年 8月 1日
     和医5227 ルケアクリニック 和歌山市田中町三丁目４番地
     073-423-3662  (073-423-3661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42801,5228,2 増井内科 〒640-8444 （時間外２）第326号       平成27年10月 1日
     和医5228 和歌山市次郎丸６９－１ （がん疼）第75号          平成27年10月 1日
     073-453-7677  (073-453-7677) （ニコ）第200号           平成27年10月 1日
     （在医総管）第455号       平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42901,5229,0 まえだ内科クリニック〒640-8391 （時間外１）第127号       平成28年 2月 1日
     和医5229 和歌山市加納１２２－１２ （地包加）第117号         平成28年 4月 1日
     073-474-0080  (073-471-1486) （支援診３）第261号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第400号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第457号       平成28年 1月 1日
     （在総）第659号           平成28年 1月 1日
     （外後発使）第22号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第5932号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43001,5230,8 林正泌尿器科クリニッ〒640-8269
     和医5230 ク 和歌山市小松原通四丁目３０番地
     小松原丸岩ビル１階１０１号
     073-435-5028  (073-435-5026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43101,5231,6 まきのクリニック 〒640-0332 （時間外１）第128号       平成28年 4月 1日
     和医5231 和歌山市冬野１７６１－１０ （ニコ）第202号           平成28年 4月 1日
     073-479-3567  （支援診３）第241号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第463号       平成28年 4月 1日
     （在総）第661号           平成28年 4月 1日
     （酸単）第5933号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43201,5232,4 太田医院 〒640-8323 （時間外２）第329号       平成28年 4月 1日
     和医5232 和歌山市太田１丁目１３－１０太 （支援診３）第279号       平成28年 4月 1日
     田ビル２Ｆ （がん指）第401号         平成28年 4月 1日
     073-473-0010  (073-476-5080) （在医総管）第469号       平成28年 4月 1日
     （在総）第664号           平成28年 4月 1日
     （酸単）第5934号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43301,5233,2 風土記の丘診療所 〒640-8301 （時間外１）第131号       平成28年10月 1日
     和医5233 和歌山市岩橋１２７１－１ （ニコ）第203号           平成28年 5月 1日
     073-473-6070  (073-473-6071) （支援診３）第283号       平成28年 8月 1日
     （在医総管）第477号       平成28年10月 1日
     （在総）第665号           平成28年12月 1日
     （外後発使）第152号       平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43401,5235,7 山口医院 〒641-0014 （在医総管）第479号       平成28年11月 1日
     和医5235 和歌山市毛見２９５－２１
     073-444-3872  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43501,5236,5 たいようこどもクリニ〒641-0002 （酸単）第5951号          平成29年 4月 1日
     和医5236 ック 和歌山市新中島１２５－１
     073-476-5171  (073-476-5172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43601,5237,3 にしかわ眼科クリニッ〒640-8435 （コン１）第364号         平成29年 1月 1日
     和医5237 ク 和歌山市古屋１１２－１
     073-454-0117  (073-454-0116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43701,5238,1 クリニック 〒640-8482
     和医5238 和歌山市六十谷７４８－１０４
     073-464-2350  (073-464-2351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43801,5239,9 たぶせ在宅クリニック〒640-8264 （支援診３）第366号       平成29年 6月 1日
     和医5239 和歌山市湊桶屋町１０　Ｍ＆Ｍビ （在医総管）第491号       平成29年 6月 1日
     ル２階　Ａ号室 （在総）第670号           平成29年 6月 1日
     073-424-0207  (073-424-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43901,5240,7 竹原外科内科医院 〒641-0036 （ニコ）第226号           平成29年 5月 1日
     和医5240 和歌山市西浜１００４－１ （がん指）第413号         平成29年 5月 1日
     073-445-0011  (073-445-4815) （在医総管）第492号       平成29年 5月 1日
     （外後発使）第168号       平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44010,0029,0 平林医院 〒648-0065 （在医総管）第244号       平成18年 6月 1日
     橋医29 橋本市古佐田１－５－１３ （１７５）第304号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44110,0034,0 小林医院 〒648-0064
     橋医34 橋本市橋本２－２－１６
     0736-32-0159  (0736-32-9479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44210,0037,3 小西内科医院 〒648-0012 （時間外２）第135号       平成22年 4月 1日
     橋医37 橋本市隅田町芋生字鳥井戸３７の （がん指）第339号         平成24年 8月 1日
     ４
     0736-32-9035  (0736-39-2160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44310,0038,1 稲垣医院 〒648-0072 一般         4
     橋医38 橋本市東家１丁目２－２２
     0736-33-1011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44410,0046,4 藤堂診療所 〒648-0054 （酸単）第5935号          平成29年 4月 1日
     橋医46 橋本市城山台２－１２－６
     0736-37-3303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44510,0047,2 森本胃腸肛門科 〒648-0072 （時間外２）第284号       平成24年 4月 1日
     橋医47 橋本市東家一丁目２－２５サンラ （がん指）第158号         平成22年11月 1日
     イズビル　２Ｆ （外後発使）第79号        平成28年 4月 1日
     0736-33-0051  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44610,0048,0 豊澤医院 〒648-0064 （時間外２）第28号        平成22年 4月 1日
     橋医48 橋本市橋本２－４－１４ （在医総管）第165号       平成18年 4月 1日
     0736-32-0127  (0736-32-0351) （１７５）第187号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44710,0054,8 きみが丘クリニック 〒648-0092 （外後発使）第107号       平成28年 5月 1日
     橋医54 橋本市紀見ケ丘三丁目２－４
     0736-36-1403  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44810,0058,9 訪問クリニック中塚 〒648-0073 （在医総管）第485号       平成29年 4月 1日
     橋医58 橋本市市脇１丁目２－１サンツモ
     リビル４階西
     0736-34-0466  (0736-34-0467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44910,0059,7 ひぶせ耳鼻咽喉科 〒648-0094 （ニコ）第64号            平成19年 1月 1日
     橋医59 橋本市三石台１－３－１フォレス
     トはしもと２Ｆ
     0736-37-1133  (0736-37-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45010,0061,3 おおはぎ内科 〒648-0094 （地包加）第159号         平成29年 4月 1日
     橋医61 橋本市三石台三丁目２３－６ （支援診２）第88号        平成28年 4月 1日
     0736-38-2570  (1736-38-3378) （がん指）第355号         平成25年10月 1日
     （在医総管）第166号       平成18年 4月 1日
     （在総）第486号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第23号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45110,0062,1 おおはぎ眼科 〒648-0094 （コン１）第327号         平成28年 4月 1日
     橋医62 橋本市三石台３丁目２３－７
     0736-38-2575  (0736-38-2571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45210,0063,9 ナサコ内科 〒648-0099
     橋医63 橋本市光陽台１丁目５－１
     0736-38-2115  (0736-38-2116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45310,0064,7 吉川こどもクリニック〒648-0054
     橋医64 橋本市城山台２丁目４５－３
     0736-38-2170  (0736-38-2160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45410,0065,4 くらぶち眼科 〒648-0016 （コン１）第328号         平成28年 4月 1日
     橋医65 橋本市隅田町下兵庫６１ー２
                   (0736-33-4329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45510,0070,4 田倉皮膚科クリニック〒648-0099
     橋医70 橋本市光陽台１丁目５－２２
     0736-36-1500  (0736-36-1500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45610,0071,2 松園胃腸科・内科 〒648-0072 （がん指）第109号         平成22年 7月 1日
     橋医71 橋本市東家４丁目１２－６大野ビ
     ル
     0736-39-3933  (0736-39-3934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45710,0072,0 いこまレディースクリ〒648-0072 （時間外２）第20号        平成22年 4月 1日
     橋医72 ニック 橋本市東家１－２－２５サンライ （ハイⅠ）第5号           平成20年 4月 1日
     ズビル１Ｆ （ＨＰＶ）第66号          平成26年 4月 1日
     0736-39-8080  (0736-39-8025) （酸単）第5939号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45810,0073,8 みなみ胃腸肛門科・外〒648-0053 （時間外２）第121号       平成22年 4月 1日
     橋医73 科 橋本市しらさぎ台２－１２ （がん疼）第3号           平成22年 4月 1日
     0736-38-3737  (0736-38-3738) （支援診３）第349号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第308号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第34号        平成18年 4月 1日
     （在総）第593号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45910,0080,3 栗山クリニック 〒649-7204 一般         3（がん指）第183号         平成23年 1月 1日
     橋医80 橋本市高野口町小田６５３－２ （在医総管）第36号        平成18年 4月 1日
     0736-43-0310  (0736-43-1614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46010,0081,1 前田内科 〒649-7205 （１７５）第276号         平成14年 4月 1日
     橋医81 橋本市高野口町名倉２８２
     0736-42-2976  (0736-42-2976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46110,0083,7 阪上医院 〒649-7203 （時間外２）第5号         平成22年 4月 1日
     橋医83 橋本市高野口町名古曽１０３８番 （がん指）第159号         平成22年11月 1日
     地 （在医総管）第168号       平成18年 4月 1日
     0736-42-0300  (0736-43-2455) （外後発使）第24号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46210,0084,5 ハギノ眼科クリニック〒649-7203 （コン１）第376号         平成29年 3月 1日
     橋医84 橋本市高野口町名古曽７００ー３
     0736-44-2120  (0736-44-2125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46310,0085,2 水口内科クリニック 〒649-7201 （時間外２）第149号       平成22年 4月 1日
     橋医85 橋本市高野口町応其３６
     0736-43-0719  (0736-43-0719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46410,0086,0 玉井医院 〒649-7205 （支援診２）第107号       平成28年 8月 1日
     橋医86 橋本市高野口町名倉６４１番地 （在医総管）第169号       平成18年 4月 1日
     0736-42-2638  (0736-43-2376) （在総）第489号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第106号       平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46510,0087,8 虎谷内科小児科医院 〒649-7206 （ニコ）第216号           平成29年 5月 1日
     橋医87 橋本市高野口町向島１７７ （支援診２）第89号        平成28年 4月 1日
     0736-42-2802  (0736-43-1534) （がん指）第182号         平成23年 1月 1日
     （在医総管）第237号       平成18年 4月 1日
     （在総）第534号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第315号         平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46610,0088,6 植阪クリニック 〒649-7202 （がん指）第343号         平成25年 1月 1日
     橋医88 橋本市高野口町伏原１４４－２ （在医総管）第267号       平成19年 3月 1日
     0736-43-0100  (0736-43-1200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46710,0102,5 たきわき皮フ科クリニ〒649-7202
     橋医102 ック 橋本市高野口町伏原１８８－１
     0736-42-0210  (0736-42-0211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46810,0104,1 狩谷産婦人科 〒649-7206
     橋医104 橋本市高野口町向島１８３－１
     0736-42-2459  (0736-43-1732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46910,0106,6 松岡医院 〒649-7205 （在医総管）第336号       平成20年11月 4日
     橋医106 橋本市高野口町名倉１８６－１
     0736-42-2117  (0736-42-2137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47010,0108,2 火伏医院 〒648-0064 （在医総管）第412号       平成25年 4月 1日
     橋医108 橋本市橋本一丁目４番１０号 （１７５）第504号         平成25年 4月 1日
     0736-32-0975  (0736-32-0975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47110,0109,0 伊藤クリニック 〒649-7202 （支援診３）第359号       平成29年 4月 1日
     橋医109 橋本市高野口町伏原１０１１番地 （在医総管）第448号       平成27年 6月 1日
     0736-43-1133  (0736-43-1114) （在総）第655号           平成27年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第341号         平成27年 5月 1日
     （酸単）第6086号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47210,0110,8 しらさぎ台クリニック〒648-0053 （高）第453号             平成27年11月 1日
     橋医110 山内耳鼻咽喉科 橋本市しらさぎ台１２－１３
     0736-26-4151  (0736-26-4151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47310,0111,6 北脇医院 〒648-0018
     橋医111 橋本市隅田町垂井７
     0736-32-0709  (0736-39-2019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47410,0112,4 めがね先生の上田こど〒648-0052 （時間外２）第333号       平成29年 5月 1日
     橋医112 もクリニック 橋本市紀見字椿原５９１－６ （喘管）第8号             平成29年 5月 1日
     0736-26-8266  (0736-26-8266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47510,1007,5 リハビリ橋本診療所 〒648-0091 （１７５）第411号         平成14年 4月 1日
     橋医1007 橋本市柱本２２
     0736-37-5800  (0736-37-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47610,1009,1 医療法人晃和会　紀北〒648-0073 （時間外２）第260号       平成22年 8月 1日
     橋医1009 クリニック 橋本市市脇３丁目６ー９ （透析水２）第8号         平成24年11月 1日
     0736-33-0782  (0736-33-0031) （肢梢）第21号            平成28年 7月 1日
     （酸単）第5940号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47710,1010,9 医療法人　岡田整形外〒648-0073 一般         1（時間外２）第148号       平成22年 4月 1日
     橋医1010 科 橋本市市脇１丁目４５－２ 療養        18（診入院）第864号         平成26年 4月 1日
     0736-32-8080  (0736-32-8087) （診療養入院）第441号     平成24年 4月 1日
     （診療養入院）第433号     平成18年 7月 1日
     （診療養改）第2号         平成24年10月 1日
     （退支）第28号            平成24年 4月 1日
     （在医総管）第37号        平成18年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第67号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第99号            平成26年 4月 1日
     （酸単）第6088号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47810,1012,5 小林医院 〒648-0086 （ヘッド）第2号           平成24年 4月 1日
     橋医1012 橋本市神野々３８５番地の２ （外後発使）第80号        平成28年 4月 1日
     0736-32-0846  (0736-33-4187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47910,1014,1 社会医療法人　博寿会〒648-0072 一般        84（一般入院）第913号       平成28年10月 1日
     (10,3014,5) 　山本病院 橋本市東家６丁目７番２６号 （事補２）第91号          平成28年 2月 1日
     橋医1014 0736-32-8899  (0736-34-2738) （急性看補）第149号       平成28年10月 1日
     （重）第475号             平成29年 6月 1日
     （退支）第56号            平成28年 4月 1日
     （特入）第409号           平成28年12月 1日
     （回２）第56号            平成29年 2月 1日
     （食）第248号             平成 5年 4月 1日
     （ニコ）第219号           平成29年 5月 1日
     （がん指）第350号         平成25年 5月 1日
     （肝炎）第11号            平成22年 4月 1日
     （薬）第457号             平成22年 7月 1日
     （医管）第97号            平成28年 8月 1日
     （在歯管）第25号          平成28年 7月 1日
     （在医総管）第222号       平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第179号         平成29年 2月 1日
     （検Ⅰ）第450号           平成20年 4月 1日
     （コン１）第384号         平成29年 4月 1日
     （咀嚼機能）第3号         平成28年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第221号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第78号            平成26年 7月 1日
     （運Ⅰ）第108号           平成26年 7月 1日
     （呼Ⅰ）第84号            平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第65号        平成26年 5月 1日
     （ペ）第10号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第31号          平成27年 4月 1日
     （補管）第778号           平成21年 8月 1日
     （酸単）第5941号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48010,1017,4 医療法人南労会　みど〒648-0085 （時間外２）第309号       平成26年 4月 1日
     (10,3017,8) りクリニック 橋本市岸上２２－１ （支援診２）第108号       平成28年 8月 1日
     橋医1017 0736-34-2811  (0736-34-2151) （在医総管）第171号       平成18年 4月 1日
     （在総）第492号           平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第1号           平成28年 4月 1日
     （補管）第875号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48110,1018,2 小林診療所 〒648-0043 （時間外２）第167号       平成22年 4月 1日
     橋医1018 橋本市学文路７０５ （在医総管）第39号        平成18年 4月 1日
     0736-32-0469  (0736-32-0469) （外後発使）第81号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48210,1020,8 光誠会診療所 〒648-0017
     橋医1020 橋本市隅田町中島１０５８－５６
     0736-37-3000  (0736-37-3009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48310,1022,4 曽和医院 〒648-0096 （ニコ）第111号           平成21年11月 1日
     橋医1022 橋本市御幸辻２１８－３ （支援診３）第262号       平成28年 4月 1日
     0736-33-3003  （がん指）第351号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第232号       平成18年 4月 1日
     （在総）第530号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第25号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48410,1026,5 医療法人南労会　紀和〒648-0085 一般       172（一般入院）第912号       平成28年10月 1日
     橋医1026 病院 橋本市岸上１８－１ 療養       108（療養入院）第676号       平成29年 6月 1日
     0736-33-5000  (0736-33-5100) （障害入院）第428号       平成22年 6月 1日
     （診療録２）第406号       平成15年11月 1日
     （事補２）第15号          平成22年 4月 1日
     （急性看補）第74号        平成26年 7月 1日
     （看夜配）第11号          平成28年10月 1日
     （特施）第422号           平成20年10月 1日
     （療）第469号             平成27年 4月 1日
     （重）第471号             平成28年 9月 1日
     （療養２）第436号         平成28年 9月 1日
     （栄養チ）第8号           平成22年 4月 1日
     （医療安全１）第66号      平成28年 4月 1日
     （感染防止２）第5号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第8号           平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第3号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第26号        平成24年10月 1日
     （退支）第66号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第16号          平成28年10月 1日
     （ハイケア１）第6号       平成28年 8月 1日
     （回１）第15号            平成26年10月 1日
     （地包ケア１）第42号      平成28年 8月 1日
     （緩）第403号             平成28年 6月 1日
     （食）第429号             平成15年 9月 1日
     （糖管）第43号            平成29年 5月 1日
     （がん疼）第33号          平成22年 4月 1日
     （トリ）第3号             平成24年 4月 1日
     （開）第417号             平成28年 9月 1日
     （薬）第422号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第9号           平成20年 4月 1日
     （在後病）第2号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅱ）第16号            平成22年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第222号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第223号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第96号            平成27年 4月 1日
     （運Ⅰ）第76号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第58号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第27号        平成27年 4月 1日
     （透析水２）第2号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第28号            平成29年 5月 1日
     （組再乳）第1号           平成25年10月 9日
     （ゲル乳再）第1号         平成25年10月25日
     （胃瘻造）第41号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第19号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第444号         平成26年 8月 1日
     （酸単）第6038号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48510,1027,3 田中診療所 〒648-0013 （在医総管）第176号       平成18年 4月 1日
     橋医1027 橋本市隅田町中下１ （外後発使）第26号        平成28年 4月 1日
     0736-32-1103  (0736-32-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48610,1030,7 林耳鼻咽喉科 〒648-0073 （高）第426号             平成17年12月 1日
     橋医1030 橋本市市脇１丁目１番２号
     0736-33-2955  (0736-33-2956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48710,1035,6 辻本クリニック 〒649-7207 （ニコ）第161号           平成24年 7月 1日
     橋医1035 橋本市高野口町大野２３５－１ （支援診３）第327号       平成29年 4月 1日
     0736-42-2528  (0736-42-5716) （在医総管）第421号       平成25年 8月 1日
     （在総）第636号           平成25年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第226号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第6081号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48810,1036,4 森下クリニック 〒649-7206 （がん疼）第16号          平成22年 4月 1日
     橋医1036 橋本市高野口町向島４２－１３ （ニコ）第20号            平成18年 7月 1日
     0736-44-1666  (0736-44-1667) （がん指）第161号         平成22年11月 1日
     （在医総管）第305号       平成20年 4月 1日
     （酸単）第5942号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48910,1037,2 医療法人　河原整形外〒649-7203 （外後発使）第82号        平成28年 4月 1日
     橋医1037 科 橋本市高野口町名古曽２８３番地
     の１
     0736-42-5757  (0736-42-5735)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49010,1039,8 南クリニック胃腸・肛〒648-0073 （時間外２）第283号       平成24年 4月 1日
     橋医1039 門科 橋本市市脇４丁目７番６号 （地包加）第166号         平成29年 4月 1日
     0736-34-0171  (0736-39-5159) （支援診２）第109号       平成28年 8月 1日
     （がん指）第162号         平成22年11月 1日
     （在医総管）第274号       平成19年 3月 1日
     （在総）第556号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49110,1040,6 こころの郷クリニック〒649-7203 （デ大）第408号           平成19年 6月 4日
     橋医1040 橋本市高野口町名古曽９１８番地 （酸単）第5943号          平成29年 4月 1日
     の１
     0736-42-5858  (0736-42-5877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49210,1041,4 谷内クリニック 〒648-0072 （ニコ）第74号            平成19年 8月 1日
     橋医1041 橋本市東家４丁目２番４号 （がん指）第352号         平成25年 6月 1日
     0736-39-3339  (0736-39-3338) （在医総管）第289号       平成19年 8月 1日
     （酸単）第6039号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49310,1042,2 梅本診療所 〒648-0015 一般         7（時間外２）第217号       平成22年 4月 1日
     橋医1042 橋本市隅田町河瀬３５２ 療養        12（診入院）第868号         平成26年 6月 1日
     0736-33-0477  (0736-33-0873) （診療養入院）第440号     平成24年 4月 1日
     （診療養改）第1号         平成24年10月 1日
     （ニコ）第132号           平成22年10月 1日
     （支援診３）第311号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第62号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第294号       平成20年 1月 1日
     （在総）第571号           平成20年 1月 1日
     （外後発使）第83号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6040号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49410,1043,0 奥村マタニティクリニ〒648-0072 一般 （時間外１）第54号        平成24年 4月 1日
     橋医1043 ック 橋本市東家４丁目１８番１３号 　　一般    18（診入院）第877号         平成28年 1月 1日
     0736-32-0072  (0736-33-3938) （医療安全２）第44号      平成22年 8月 1日
     （ハイ妊娠）第29号        平成21年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第71号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5944号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49510,1045,5 医療法人南労会　紀和〒648-0085 （時間外２）第308号       平成26年 4月 1日
     橋医1045 クリニック 橋本市岸上２３番地の１ （糖管）第21号            平成22年 4月 1日
     0736-34-1255  (0736-34-0125) （糖防管）第22号          平成28年10月 1日
     （外化２）第18号          平成25年10月 1日
     （酸単）第5945号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49610,1046,3 奥村レディースクリニ〒648-0072 （時間外１）第56号        平成24年 4月 1日
     橋医1046 ック 橋本市東家４丁目１７－１３ （ＨＰＶ）第69号          平成26年 4月 1日
     0736-32-8511  (0736-33-3511) （酸単）第5946号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49710,1047,1 医療法人涼悠会　トメ〒648-0073 （コン１）第379号         平成29年 3月 1日
     橋医1047 モリ眼科・形成外科 橋本市市脇五丁目４番２３号 （硝切）第1号             平成24年12月 1日
     0736-32-9358  (0736-32-9388) （ゲル乳再）第2号         平成26年 1月28日
     （先１４０）第12号        平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49810,1048,9 伊都地方休日急患診療〒648-0072
     橋医1048 所 橋本市東家一丁目３番１号
     0736-33-1903  (0736-33-1903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49910,1049,7 岡本クリニック 〒648-0041 （がん疼）第64号          平成25年 7月 9日
     橋医1049 橋本市清水５１２－７ （支援診２）第113号       平成29年 4月 1日
     0736-39-0039  (0736-39-0038) （在緩診実）第1号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第354号         平成25年 7月 9日
     （在医総管）第422号       平成25年 7月 9日
     （在総）第637号           平成25年 7月 9日
     （運Ⅲ）第59号            平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50010,1050,5 奥野クリニック 〒648-0096 （ニコ）第191号           平成27年 4月 1日
     橋医1050 橋本市御幸辻１４８番の１ （神経）第35号            平成27年 4月 1日
     0736-34-0010  (0736-34-0012) （Ｃ・Ｍ）第345号         平成27年10月 1日
     （脳Ⅲ）第92号            平成27年 4月 1日
     （運Ⅱ）第151号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50110,1052,1 横田整形外科 〒648-0054 （時間外２）第327号       平成28年 1月 1日
     橋医1052 橋本市城山台二丁目４５番地の１ （在医総管）第458号       平成28年 1月 1日
     ４ （運Ⅱ）第163号           平成28年 2月 1日
     0736-36-3006  (0736-36-3007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50210,1053,9 なかいクリニック 〒648-0086
     橋医1053 橋本市神野々３８２番地
     0736-33-1638  (0736-33-1681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50311,0001,7 小馬場医院 〒640-1471
     海医1 海草郡紀美野町長谷宮５６５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50411,0038,9 小馬場医院 〒640-1242
     海医38 海草郡紀美野町樋下１４
     073-495-2012  (073-495-2477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50511,0041,3 吉村皮膚科野上分院 〒640-1131 （１７５）第242号         平成14年 4月 1日
     海医41 海草郡紀美野町動木８０番地
     073-489-4907  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50611,0056,1 谷田クリニック 〒640-1141 （在医総管）第42号        平成18年 4月 1日
     海医56 海草郡紀美野町小畑６６８－１ （外後発使）第101号       平成28年 4月 1日
     073-489-6800  (073-489-6868) （酸単）第6101号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50711,0058,7 みぞばたクリニック 〒640-1131 （酸単）第6095号          平成29年 4月 1日
     海医58 海草郡紀美野町動木９９－１
     073-489-6100  (073-489-6100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50811,0059,5 岩橋医院　きみのファ〒640-1121 （時間外２）第72号        平成22年 4月 1日
     海医59 ミリークリニック 海草郡紀美野町下佐々２６８ （がん疼）第80号          平成28年 4月 1日
     073-489-2150  (073-489-5552) （ニコ）第116号           平成22年 1月 1日
     （支援診３）第321号       平成29年 4月 1日
     （在診実２）第8号         平成29年 5月 1日
     （がん指）第5号           平成22年 7月 1日
     （在医総管）第356号       平成22年 1月 1日
     （在総）第592号           平成22年 1月 1日
     （外後発使）第84号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50911,1008,1 国保野上厚生総合病院〒640-1141 一般       100（一般入院）第915号       平成28年12月 1日
     海医1008 海草郡紀美野町小畑１９８ 精神       100（療養入院）第649号       平成28年 7月 1日
     073-489-2178  (073-489-5639) 療養        54（精神入院）第447号       平成18年 4月 1日
     （診療録２）第415号       平成17年 6月 1日
     （急性看補）第157号       平成28年12月 1日
     （看配）第434号           平成18年 4月 1日
     （看補）第696号           平成21年 9月 1日
     （重）第472号             平成28年12月 1日
     （精合併加算）第7号       平成23年 3月 1日
     （感染防止２）第20号      平成24年 6月 1日
     （精救急受入）第1号       平成24年 4月 1日
     （データ提）第63号        平成28年10月 1日
     （退支）第52号            平成27年 2月 1日
     （認ケア）第14号          平成28年 9月 1日
     （精疾診）第3号           平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第49号      平成28年12月 1日
     （食）第171号             昭和57年12月 1日
     （がん疼）第19号          平成22年 4月 1日
     （がん指）第198号         平成23年 5月 1日
     （薬）第55号              平成11年 1月 1日
     （コン１）第347号         平成28年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第348号         平成27年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第228号         平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第12号        平成24年 7月 1日
     （脳Ⅱ）第112号           平成21年 5月 1日
     （運Ⅰ）第22号            平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第17号            平成18年 4月 1日
     （精）第413号             平成27年 6月 1日
     （ショ大）第8号           平成26年 8月 1日
     （デ大）第416号           平成26年 8月 1日
     （医療保護）第12号        平成23年 1月 1日
     （胃瘻造）第32号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第6102号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51011,1022,2 紀美野町国民健康保険〒640-1115 （１７５）第484号         平成18年 1月 1日
     海医1022 小川診療所 海草郡紀美野町奥佐々２３番地
     073-489-2401  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51111,1023,0 紀美野町国民健康保険〒640-1252 （１７５）第485号         平成18年 1月 1日
     海医1023 志賀野診療所 海草郡紀美野町西野２０番地の１
     073-489-5112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51211,1024,8 紀美野町国民健康保険〒640-1363 （酸単）第6096号          平成29年 4月 1日
     海医1024 国吉診療所 海草郡紀美野町田６３番地
     073-498-0002  (073-498-0003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51311,1025,5 紀美野町国民健康保険〒640-1473 （がん指）第372号         平成26年 9月 1日
     海医1025 長谷毛原診療所 海草郡紀美野町毛原宮２５４番地 （酸単）第6100号          平成29年 4月 1日
     ５
     073-499-0300  (073-499-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51411,1026,3 紀美野町国民健康保険〒640-1205 （１７５）第486号         平成18年 1月 1日
     海医1026 真国診療所 海草郡紀美野町真国宮３２番地２
     073-497-0002  (073-497-0002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51511,1027,1 紀美野町国民健康保険〒640-1353 （１７５）第487号         平成18年 1月 1日
     海医1027 細野診療所 海草郡紀美野町円明寺２２１番地
     ２
     073-497-0241  (073-497-0241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51611,1028,9 にしもと内科クリニッ〒640-1103 （時間外１）第113号       平成26年 3月 1日
     海医1028 ク 海草郡紀美野町吉野４６番２ （ニコ）第180号           平成26年 3月 1日
     073-489-8338  (073-489-6616) （支援診２）第92号        平成28年 5月 1日
     （がん指）第358号         平成26年 3月 1日
     （在医総管）第430号       平成26年 3月 1日
     （在総）第643号           平成26年 3月 1日
     （外後発使）第154号       平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51713,0055,9 上田内科 〒649-7161 （在医総管）第330号       平成20年 7月 1日
     伊医55 伊都郡かつらぎ町笠田東１７１の （１７５）第395号         平成14年 4月 1日
     １
     0736-22-1306  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51813,0070,8 阪中外科 〒649-7113 一般        19（時間外２）第304号       平成26年 4月 1日
     伊医70 伊都郡かつらぎ町妙寺２１－１ （地包加）第132号         平成29年 4月 1日
     0736-22-7018  (0736-22-6697) （支援診３）第263号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第468号       平成28年 4月 1日
     （在総）第493号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第85号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51913,0084,9 黒岩クリニック 〒649-7113 （時間外２）第104号       平成22年 4月 1日
     伊医84 伊都郡かつらぎ町妙寺９９８ （在医総管）第43号        平成18年 4月 1日
     0736-23-2112  (0736-23-2113) （酸単）第6103号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52013,0100,3 たかの耳鼻咽喉科 〒649-7161 （高）第407号             平成14年 2月 1日
     伊医100 伊都郡かつらぎ町笠田東２２５－
     ５
     0736-23-1133  (0736-23-1134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52113,0103,7 花谷医院 〒648-0211 （時間外１）第73号        平成24年 4月 1日
     伊医103 伊都郡高野町高野山４１７ （支援診３）第343号       平成29年 4月 1日
     0736-56-3213  (0736-56-3369) （在医総管）第328号       平成20年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52213,0104,5 馬場眼科 〒649-7174 （コン１）第329号         平成28年 4月 1日
     伊医104 伊都郡かつらぎ町佐野字古川１０
     ０８－１
     0736-22-2000  (0736-22-2622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52313,0105,2 上田神経科クリニック〒649-7161 （在医総管）第331号       平成20年 7月 1日
     伊医105 伊都郡かつらぎ町笠田東１７１
     0736-22-1000  (0736-22-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52413,0106,0 木秀クリニック 〒649-7121 （時間外２）第317号       平成26年 6月 1日
     伊医106 伊都郡かつらぎ町丁ノ町２５３０ （ニコ）第193号           平成27年 6月 1日
     番地１１ （Ｃ・Ｍ）第304号         平成25年 8月 1日
     0736-22-8883  (0736-22-8884) （酸単）第6104号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52513,0107,8 上田消化器・内科クリ〒649-7161 （支援診３）第330号       平成29年 4月 1日
     伊医107 ニック 伊都郡かつらぎ町笠田東１７１ （在医総管）第420号       平成25年 8月 1日
     0736-23-2001  (0736-23-2003) （在総）第635号           平成25年 8月 1日
     （酸単）第6105号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52613,1017,8 医療法人恒裕会　吉田〒649-7113 一般        19（時間外２）第58号        平成22年 4月 1日
     伊医1017 クリニック 伊都郡かつらぎ町妙寺４３９番地 （診入院）第866号         平成26年 6月 1日
     0736-22-5862  (0736-22-7485) （ＨＰＶ）第65号          平成26年 4月 1日
     （外後発使）第86号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6106号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52713,1021,0 米田小児科医院 〒649-7113 一般    （在医総管）第173号       平成18年 4月 1日
     伊医1021 伊都郡かつらぎ町妙寺４３７の１
     ３
     0736-22-3065  (0736-22-0107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52813,1022,8 前田医院 〒649-7161 （地包加）第150号         平成29年 4月 1日
     伊医1022 伊都郡かつらぎ町笠田東７２７ （支援診２）第122号       平成29年 4月 1日
     0736-22-1070  (0736-22-7258) （がん指）第291号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第174号       平成18年 4月 1日
     （在総）第495号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第87号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52913,1023,6 北林医院 〒649-7161 （時間外２）第295号       平成24年 5月 1日
     伊医1023 伊都郡かつらぎ町笠田東６４８ー
     ５
     0736-22-1130  (0736-22-1277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53013,1025,1 かつらぎ町国民健康保〒649-7142 （１７５）第420号         平成14年 4月 1日
     伊医1025 険天野診療所 伊都郡かつらぎ町下天野９４２－
     １
     0736-22-0300  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53113,1026,9 医療法人萩会　萩原内〒648-0101 （ニコ）第21号            平成18年 7月 1日
     伊医1026 科・小児科 伊都郡九度山町九度山１１６８番 （がん指）第309号         平成24年 7月 1日
     地の２ （在医総管）第44号        平成18年 4月 1日
     0736-54-3309  (0736-54-3547) （外後発使）第71号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53213,1027,7 社会福祉法人　聖愛会〒648-0211 （酸単）第6107号          平成29年 4月 1日
     伊医1027 診療所 伊都郡高野町高野山４４番地３５
     0736-56-4990  (0736-56-5023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53313,1029,3 富貴診療所 〒648-0401 （酸単）第6108号          平成29年 4月 1日
     伊医1029 伊都郡高野町西富貴４６
     0736-53-2013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53413,1031,9 横手クリニック 〒648-0101 （時間外２）第277号       平成24年 4月 1日
     伊医1031 伊都郡九度山町九度山８００ （ニコ）第95号            平成20年 9月 1日
     0736-54-3111  (0736-54-2111) （支援診３）第289号       平成28年10月 1日
     （がん指）第301号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第217号       平成18年 4月 1日
     （神経）第18号            平成20年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第229号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第321号         平成26年 3月 1日
     （脳Ⅲ）第59号            平成22年10月 1日
     （運Ⅲ）第36号            平成22年10月 1日
     （酸単）第6109号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53513,1034,3 保脇整形外科医院 〒648-0101
     伊医1034 伊都郡九度山町九度山５６７番地
     の１
     0736-54-2017  (0736-54-4656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53613,1035,0 友愛診療所 〒648-0111
     伊医1035 伊都郡九度山町河根８０７番地の
     ６４
     0736-54-9080  (0736-54-9160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53713,1036,8 医療法人　永野医院 〒649-7161 （在医総管）第45号        平成18年 4月 1日
     伊医1036 伊都郡かつらぎ町笠田東９７－１
     0736-23-2311  (0736-23-2550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53813,1040,0 紀の郷病院 〒648-0101 精神 （精移行）第3号           平成21年 4月 1日
     伊医1040 伊都郡九度山町九度山１１３番地　　精神   120（精合併加算）第3号       平成20年 4月 1日
     の６ （精急１）第404号         平成24年 4月 1日
     0736-54-2288  (0736-54-4816) （精療）第432号           平成26年 4月 1日
     （食）第479号             平成18年10月 1日
     （薬）第478号             平成28年 4月 1日
     （精）第411号             平成19年 9月 1日
     （デ大）第419号           平成28年 8月 1日
     （医療保護）第11号        平成21年 3月 1日
     （酸単）第6110号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53914,0055,7 平尾内科 〒642-0001 （１７５）第418号         平成14年 4月 1日
     海南医55 海南市船尾２４１の６１
     073-483-3555  (073-483-3717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54014,0060,7 向林医院 〒642-0003
     海南医60 海南市山崎町１丁目２の７
     073-482-0057  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54114,0064,9 新垣医院 〒642-0032 （在医総管）第46号        平成18年 4月 1日
     海南医64 海南市名高５３５番地の５
     073-483-5252  (073-483-5963)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54214,0076,3 中井内科医院 〒642-0011 （時間外２）第57号        平成22年 4月 1日
     海南医76 海南市黒江１の２８４
     073-482-7779  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54314,0086,2 桐皮膚科医院 〒642-0002
     海南医86 海南市日方１５１２番地の６
     073-482-7623  (073-483-5955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54414,0100,1 田尻内科胃腸科 〒640-1171
     海南医100 海南市野上中５８
     073-487-2888  (073-487-5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54514,0101,9 吉村皮膚科 〒642-0031
     海南医101 海南市築地１－４４
     073-483-1360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54614,0102,7 柳川レディースクリニ〒642-0002 （時間外１）第24号        平成24年 4月 1日
     海南医102 ック 海南市日方１５１９－１ （がん指）第410号         平成29年 2月 1日
     073-482-0351  (073-482-5797) （ＨＰＶ）第6号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54714,0103,5 山本胃腸科　外科　内〒642-0012 （在医総管）第47号        平成18年 4月 1日
     海南医103 科 海南市岡田８３－１
     073-483-7755  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54814,0104,3 橋本胃腸科 〒642-0002 （時間外１）第32号        平成24年 4月 1日
     海南医104 海南市日方４３１ （地包加）第155号         平成29年 4月 1日
     073-483-7877  (073-483-7733) （がん指）第283号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第48号        平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54914,0110,0 木下クリニック 〒642-0011 （ニコ）第218号           平成29年 5月 1日
     海南医110 海南市黒江７１５ （酸単）第5954号          平成29年 4月 1日
     073-484-5411  (073-584-5412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55014,0111,8 藤木医院 〒642-0032
     海南医111 海南市名高５３９ー１２
     073-482-2165  (073-483-3395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55114,0112,6 しこねクリニック 〒642-0022 一般         4（時間外２）第160号       平成22年 4月 1日
     海南医112 海南市大野中４５２－１５ （診入院）第804号         平成24年 4月 1日
     073-482-1351  (073-484-3585) （ＨＰＶ）第55号          平成26年 3月 1日
     （酸単）第6094号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55214,0113,4 魚谷メンタルクリニッ〒642-0032
     海南医113 ク 海南市名高５３１－１タムラビル
     ４階
     073-484-2260  (073-484-2261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55314,0114,2 あらい耳鼻咽喉科 〒642-0032
     海南医114 海南市名高５５５－３田中ビル２
     階
     073-484-2433  (073-484-2434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55414,0117,5 西岡医院 〒649-0144 （外後発使）第28号        平成28年 4月 1日
     海南医117 海南市下津町橘本９７２－５ （１７５）第196号         平成14年 4月 1日
     073-494-0238  (073-494-0238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55514,0118,3 石川医院 〒649-0122 （在医総管）第49号        平成18年 4月 1日
     海南医118 海南市下津町黒田１０６番地 （外後発使）第102号       平成28年 4月 1日
     073-492-2200  (073-492-4566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55614,0119,1 西本内科外科医院 〒649-0122 一般        19（時間外１）第99号        平成24年 4月 1日
     海南医119 海南市下津町黒田８４ （地包加）第157号         平成29年 4月 1日
     073-492-2241  (073-492-4605) （診入院）第872号         平成26年12月 1日
     （支援診３）第264号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第320号         平成24年 8月 1日
     （在医総管）第177号       平成18年 4月 1日
     （在総）第498号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第5955号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55714,0122,5 山本医院 〒649-0121 （在医総管）第178号       平成18年 4月 1日
     海南医122 海南市下津町丸田１４７ー３
     073-492-2219  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55814,0123,3 角田医院 〒649-0164 （在医総管）第245号       平成18年 6月 1日
     海南医123 海南市下津町上１８９ （外後発使）第145号       平成28年10月 1日
     073-492-0278  (073-492-3570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55914,0124,1 山西内科 〒642-0034 （時間外２）第37号        平成22年 4月 1日
     海南医124 海南市藤白１６６－９ （在医総管）第313号       平成20年 4月 1日
     073-483-2200  (073-483-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56014,0130,8 しおたにクリニック 〒640-0441 （ニコ）第85号            平成20年 6月 1日
     海南医130 海南市七山３５０ （支援診３）第300号       平成29年 4月 1日
     073-486-0010  (073-486-0020) （在診実１）第16号        平成27年 5月 1日
     （在医総管）第275号       平成19年 4月 3日
     （酸単）第6041号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56114,0132,4 どい泌尿器科クリニッ〒642-0002 （時間外１）第25号        平成24年 4月 1日
     海南医132 ク 海南市日方１５１２番地の３ （在医総管）第360号       平成22年 4月 1日
     073-419-1030  (073-419-1031) （外後発使）第131号       平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56214,0134,0 細部医院 〒649-0133 （時間外２）第159号       平成22年 4月 1日
     海南医134 海南市下津町下２７９番地 （在医総管）第474号       平成28年 8月 1日
     073-492-2164  (073-492-5371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56314,0135,7 いぬい内科呼吸器内科〒642-0032 （時間外１）第41号        平成24年 4月 1日
     海南医135 クリニック 海南市名高５３９番地１８　岩﨑 （喘管）第7号             平成28年 4月 1日
     ビル１階 （ニコ）第109号           平成21年 8月 1日
     073-483-4030  （酸単）第6085号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56414,0137,3 くらはしクリニック 〒642-0011 （がん指）第224号         平成24年 4月 1日
     海南医137 海南市黒江５４３
     073-483-4013  (073-488-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56514,0138,1 いくこレディースクリ〒642-0002 （ＨＰＶ）第81号          平成27年 6月15日
     海南医138 ニック 海南市日方１５０１－７
     073-482-0399  (073-494-3308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56614,1005,1 医療法人琴仁会　石本〒642-0001 一般        26（一般入院）第766号       平成24年10月 1日
     海南医1005 病院 海南市船尾３６５番地 療養        27（療養入院）第565号       平成18年10月 1日
     073-482-5063  (073-482-5408) （看補）第605号           平成18年 4月 1日
     （療）第402号             平成12年 6月 1日
     （療養１）第37号          平成27年 8月 1日
     （病棟薬１）第4号         平成24年 4月 1日
     （退支）第41号            平成24年 6月 1日
     （食）第164号             昭和57年 2月 1日
     （がん疼）第44号          平成22年 8月 1日
     （ニコ）第48号            平成18年 9月 1日
     （がん指）第229号         平成24年 6月 1日
     （薬）第444号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第211号       平成18年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第68号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第128号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第49号            平成24年 4月 1日
     （透析水１）第38号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第16号            平成28年 5月 1日
     （ペ）第408号             平成14年 8月 1日
     （胃瘻造）第42号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第6042号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56714,1006,9 医療法人晃和会　谷口〒642-0002 一般        16（療養入院）第670号       平成28年10月 1日
     海南医1006 病院 海南市日方３２８番地 療養        44（総合評価）第26号        平成27年 8月 1日
     073-482-2500  (073-482-4890) （食）第140号             昭和55年 6月 1日
     （糖管）第36号            平成26年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第230号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第79号            平成25年 8月 1日
     （運Ⅱ）第139号           平成25年 8月 1日
     （透析水２）第11号        平成24年12月 1日
     （肢梢）第19号            平成28年 7月 1日
     （酸単）第5956号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56814,1008,5 医療法人天竹会　竹中〒642-0023 （時間外１）第64号        平成24年 4月 1日
     海南医1008 整形外科・内科 海南市重根１１－１ （ニコ）第148号           平成23年 5月 1日
     073-487-4171  (073-487-5134) （支援診３）第322号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第350号       平成21年 9月 1日
     （在総）第588号           平成21年 9月 1日
     （脳Ⅲ）第24号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第17号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56914,1010,1 整形外科 〒642-0031 一般        19（時間外１）第34号        平成24年 4月 1日
     海南医1010 海南市築地１番地の５０ （診入院）第853号         平成26年 4月 1日
     073-483-1234  (073-483-0221) （診入帰）第1号           平成28年 4月 1日
     （退支）第29号            平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第181号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第71号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第78号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第5957号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57014,1013,5 恵友病院 〒642-0001 一般        50（一般入院）第908号       平成28年10月 1日
     海南医1013 海南市船尾中浜２６４番地の２ （診療録２）第440号       平成25年 7月 1日
     073-483-1033  (073-483-1855) （事補１）第2号           平成26年 4月 1日
     （急性看補）第151号       平成28年10月 1日
     （栄養チ）第2号           平成22年 4月 1日
     （医療安全２）第39号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第21号      平成24年 7月 1日
     （患サポ）第30号          平成24年 7月 1日
     （後発使１）第2号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第52号        平成27年 4月 1日
     （退支）第46号            平成25年 6月 1日
     （地包ケア１）第7号       平成26年 8月 1日
     （食）第239号             昭和62年 8月 1日
     （地包診）第6号           平成29年 4月 1日
     （がん指）第313号         平成24年 8月 1日
     （薬）第535号             平成29年 2月 1日
     （支援病１）第1号         平成28年11月 1日
     （在医総管）第451号       平成27年 8月 1日
     （検Ⅰ）第451号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第3号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第288号         平成24年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第320号         平成26年 3月 1日
     （脳Ⅱ）第169号           平成27年12月 1日
     （運Ⅰ）第136号           平成27年12月 1日
     （呼Ⅰ）第108号           平成27年12月 1日
     （がんリハ）第29号        平成27年12月 1日
     （透析水１）第11号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第22号            平成28年 8月 1日
     （ペ）第421号             平成25年12月 1日
     （胃瘻造）第20号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第21号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第12号            平成27年 6月 1日
     （胃瘻造嚥）第8号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第5958号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57114,1014,3 辻秀輝整形外科 〒642-0032 一般        19（時間外１）第19号        平成24年 4月 1日
     海南医1014 海南市名高１７８番地の１ （診入院）第826号         平成26年 4月 1日
     073-483-3131  (073-482-6090) （診入帰）第5号           平成28年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第107号           平成29年 2月 1日
     （運Ⅰ）第156号           平成29年 2月 1日
     （酸単）第5959号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57214,1015,0 おくクリニック 〒642-0032 （がん疼）第85号          平成29年 2月 1日
     海南医1015 海南市名高２４３番地 （がん指）第163号         平成22年11月 1日
     073-483-5421  (073-482-1348) （在医総管）第483号       平成29年 2月 1日
     （酸単）第5971号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57314,1016,8 三木眼科医院 〒642-0001 （時間外１）第40号        平成24年 4月 1日
     海南医1016 海南市船尾１９３番地の４ （コン１）第370号         平成29年 2月 1日
     073-482-0234  (073-483-6616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57414,1020,0 木村医院 〒640-1175 （外後発使）第27号        平成28年 4月 1日
     海南医1020 海南市沖野々２６０番地 （酸単）第5960号          平成29年 4月 1日
     073-487-3100  (073-487-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57514,1021,8 金川眼科 〒642-0032 一般         6（コン１）第360号         平成28年10月 1日
     海南医1021 海南市名高７６番地の１６
     073-483-0148  (073-482-1305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57614,1022,6 上野山眼科 〒642-0032 （コン１）第372号         平成29年 2月 1日
     海南医1022 海南市名高５３１番地の３タムラ
     ビル３Ｆ
     073-483-3941  (073-483-0613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57714,1023,4 一般財団法人ＮＳメデ〒642-0001 （外来環）第63号          平成28年 4月 1日
     (14,3023,8) ィカル・ヘルスケアサ海南市船尾２６０－１００ （ニコ）第22号            平成18年 7月 1日
     海南医1023 ービス海南診療所 073-482-5123  (073-482-9478) （外後発使）第141号       平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第13号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第226号       平成27年 4月 1日
     （補管）第542号           平成10年 4月 1日
     （１７５）第461号         平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57814,1024,2 笠松病院 〒642-0001 療養        47（療養入院）第606号       平成24年 4月 1日
     海南医1024 海南市船尾１９６ （療養改１）第12号        平成26年10月 1日
     073-482-3153  (073-482-0083) （食）第311号             平成11年 3月 1日
     （脳Ⅲ）第103号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅱ）第149号           平成27年 1月 1日
     （酸単）第5961号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57914,1025,9 山本医院 〒642-0015 （がん疼）第27号          平成22年 4月 1日
     海南医1025 海南市且来６３２ー１ （在医総管）第52号        平成18年 4月 1日
     073-482-0189  (073-483-5905) （酸単）第5962号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58014,1026,7 たきもと内科クリニッ〒642-0024 （在医総管）第53号        平成18年 4月 1日
     海南医1026 ク 海南市阪井１７９９ー１
     073-485-2322  (073-487-5679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58114,1027,5 川村小児科 〒642-0033 （外後発使）第88号        平成28年 4月 1日
     海南医1027 海南市鳥居２３７番地
     073-483-6630  (073-483-6630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58214,1028,3 医療法人さくら会　さ〒642-0032 （地包加）第160号         平成29年 4月 1日
     海南医1028 くらクリニック 海南市名高１４０－１ （ニコ）第88号            平成20年 7月 1日
     073-484-5001  (073-484-5002) （支援診３）第304号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第9号         平成26年 4月 1日
     （がん指）第254号         平成24年 6月 1日
     （肝炎）第22号            平成22年 4月 1日
     （在医総管）第234号       平成18年 4月 1日
     （在総）第531号           平成18年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第110号           平成21年 4月 1日
     （運Ⅰ）第149号           平成28年 7月 1日
     （呼Ⅰ）第38号            平成19年 9月 1日
     （酸単）第5963号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58314,1029,1 吉川内科循環器科 〒642-0028 （時間外２）第279号       平成24年 4月 1日
     海南医1029 海南市幡川１８７－１ （トリ）第1号             平成24年 4月 1日
     073-484-2525  (073-484-2510) （ニコ）第23号            平成18年 7月 1日
     （在医総管）第54号        平成18年 4月 1日
     （ヘッド）第1号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58414,1031,7 医療法人恵友会　下津〒649-0141 （時間外２）第259号       平成22年 7月 1日
     海南医1031 クリニック 海南市下津町小南１２６－１ （Ｃ・Ｍ）第299号         平成25年 5月 1日
     073-492-5131  (073-492-0085) （外後発使）第89号        平成28年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第30号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅲ）第29号            平成19年 3月 1日
     （酸単）第5964号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58514,1033,3 医療法人　久生会　山〒642-0032 （酸単）第5965号          平成29年 4月 1日
     海南医1033 本クリニック 海南市名高５０６－４
     073-482-4346  (073-482-0882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58614,1034,1 さいとうクリニック 〒642-0018 （高）第443号             平成23年 3月 1日
     海南医1034 海南市重根東一丁目７番地８
     073-485-3387  (073-485-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58714,1035,8 ふじた眼科 〒640-1175 （コン１）第378号         平成29年 3月 1日
     海南医1035 海南市沖野々２５９番地 （外後発使）第114号       平成28年 7月 1日
     073-487-0066  (073-487-0066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58814,1037,4 さいかクリニック 〒649-0123 （時間外１）第111号       平成25年10月 1日
     海南医1037 海南市下津町丁９７番地１ （地包加）第147号         平成29年 4月 1日
     073-494-1111  (073-497-5588) （支援診３）第265号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第426号       平成25年10月 1日
     （在総）第639号           平成25年10月 1日
     （外後発使）第29号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58914,1038,2 かわむら医院 〒649-0101 （時間外２）第322号       平成27年 4月 1日
     海南医1038 海南市下津町下津７８５番地２ （地包加）第162号         平成29年 4月 1日
     073-492-0132  (073-492-3380) （ニコ）第192号           平成27年 4月 1日
     （支援診３）第299号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第446号       平成27年 4月 1日
     （在総）第653号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59014,1039,0 たなか眼科 〒642-0002 （コン１）第359号         平成28年 9月 1日
     海南医1039 海南市日方１２９０－６６
     073-460-1110  (073-460-0513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59115,0027,3 垣本内科医院 〒649-0435 （ニコ）第53号            平成18年10月 1日
     有田医27 有田市宮原町滝川原５１２－３ （在医総管）第57号        平成18年 4月 1日
     0737-88-6660  (0737-88-6909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59215,0028,1 生馬医院 〒649-0434 （１７５）第145号         平成14年 4月 1日
     有田医28 有田市宮原町新町４０
     0737-88-7058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59315,0031,5 おおち眼科 〒649-0316 一般         4（診入院）第805号         平成24年 4月 1日
     有田医31 有田市宮崎町明見２７－１ （コン１）第331号         平成28年 4月 1日
     0737-82-1506  (0737-82-1463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59415,0034,9 江川内科 〒649-0311
     有田医34 有田市辻堂４９３番地
     0737-83-2853  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59515,0036,4 クメダ・クリニック 〒649-0304
     有田医36 有田市箕島８５６番地
     0737-85-2020  (0737-85-2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59615,0038,0 川嶋内科 〒649-0304 （がん指）第379号         平成26年11月 1日
     有田医38 有田市箕島字船面８８２－１ （外後発使）第158号       平成29年 2月 1日
     0737-82-0616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59715,0039,8 楠本内科医院 〒649-0304
     有田医39 有田市箕島９３０－５
     0737-82-4428  (0737-82-4039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59815,0040,6 中村内科医院 〒649-0304 （がん指）第378号         平成26年11月 1日
     有田医40 有田市箕島６５３－５ （在医総管）第58号        平成18年 4月 1日
     0737-83-2255  (0737-82-3350) （酸単）第5966号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59915,0041,4 楠本クリニック 〒649-0306 （がん指）第57号          平成22年 7月 1日
     有田医41 有田市初島町浜１４３８ （外後発使）第165号       平成29年 4月 1日
     0737-82-0050  (0737-82-0025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60015,0043,0 石井内科 〒649-0316 （在医総管）第59号        平成18年 4月 1日
     有田医43 有田市宮崎町１９ー３
     0737-85-3331  (0737-85-3232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60115,0044,8 なかもと整形外科 〒649-0317 （ニコ）第215号           平成29年 5月 1日
     有田医44 有田市古江見字西坪１８０－１－ （酸単）第6043号          平成29年 4月 1日
     １
     0737-85-0060  (0737-85-0061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60215,0046,3 山根内科 〒649-0305 （在医総管）第56号        平成18年 4月 1日
     有田医46 有田市港町２３１－２３
     0737-82-5128  (0737-82-1886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60315,0048,9 あまの内科クリニック〒649-0316
     有田医48 有田市宮崎町字箕川１２０番地１
     0737-85-0101  (0737-85-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60415,0049,7 萬谷医院 〒649-0316 （時間外２）第250号       平成22年 4月 1日
     有田医49 有田市宮崎町２３７番地 （地包加）第148号         平成29年 4月 1日
     0737-83-2411  (0737-83-2411) （在医総管）第475号       平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60515,0050,5 しのはら小児科 〒649-0422 （外後発使）第33号        平成28年 4月 1日
     有田医50 有田市糸我町西５６０－１
     0737-88-5085  (0737-88-5085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60615,0051,3 山下内科胃腸科 〒649-0307
     有田医51 有田市初島町里２１６３
     0737-82-1551  (0737-82-4507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60715,1012,4 山下眼科クリニック 〒649-0303 （コン１）第332号         平成28年 4月 1日
     有田医1012 有田市新堂４６－３ （外後発使）第34号        平成28年 4月 1日
     0737-83-2957  (0737-83-2922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60815,1013,2 利光こども医院 〒649-0314 （外後発使）第35号        平成28年 4月 1日
     有田医1013 有田市野４３３－７
     0737-83-6336  (0737-83-6331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60915,1015,7 栗原整形外科 〒649-0307 （在医総管）第60号        平成18年 4月 1日
     有田医1015 有田市初島町里１７０２番地
     0737-82-5645  (0737-82-2594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61015,1016,5 髙垣医院 〒649-0422
     有田医1016 有田市糸我町西８８番地４
     0737-88-2244  (0737-88-2245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61115,1017,3 九鬼クリニック耳鼻咽〒649-0303 （高）第429号             平成18年 5月 1日
     有田医1017 喉科 有田市新堂字弁天５６－１ （補聴）第406号           平成18年 5月 1日
     0737-85-1187  (0737-85-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61215,1018,1 医療法人　共立ハート〒649-0316 （酸単）第5967号          平成29年 4月 1日
     有田医1018 クリニック 有田市宮崎町８７－１
     0737-85-3250  (0737-85-3260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61315,1019,9 土屋クリニック 〒649-0433 一般         3（時間外１）第20号        平成24年 4月 1日
     有田医1019 有田市宮原町須谷５３６－１ 療養        16（診入院）第862号         平成26年 4月 1日
     0737-88-2221  (0737-88-8521) （診療養入院）第447号     平成24年 4月 1日
     （診療養）第409号         平成19年11月 1日
     （糖管）第39号            平成27年11月 1日
     （支援診３）第333号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第424号       平成25年10月 1日
     （在総）第638号           平成25年10月 1日
     （透析水１）第9号         平成22年 4月 1日
     （酸単）第5968号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61415,1020,7 宮井クリニック 〒649-0433 （時間外１）第122号       平成26年 7月 1日
     有田医1020 有田市宮原町須谷５３３－１ （がん疼）第70号          平成26年10月 1日
     0737-22-3333  (0737-22-3334) （支援診３）第316号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第437号       平成26年 7月 1日
     （在総）第645号           平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61515,1021,5 桜ヶ丘病院 〒649-0304 一般 （療養入院）第656号       平成28年10月 1日
     有田医1021 有田市箕島９０４番地 　　一般    49（診療録２）第449号       平成27年 6月28日
     0737-83-0078  (0737-83-0079) 療養 （療養１）第35号          平成27年 6月28日
     　　療養    50（医療安全２）第67号      平成27年 6月28日
     （感染防止２）第32号      平成27年 6月28日
     （患サポ）第47号          平成27年 6月28日
     （総合評価）第25号        平成27年 6月28日
     （病棟薬１）第26号        平成27年 6月28日
     （データ提）第58号        平成27年 6月28日
     （退支）第76号            平成28年 7月 1日
     （認ケア）第5号           平成28年 7月 1日
     （特疾１）第412号         平成27年 6月28日
     （食）第502号             平成27年 6月28日
     （がん疼）第74号          平成27年 6月28日
     （ニコ）第197号           平成27年 6月28日
     （がん指）第392号         平成27年 6月28日
     （薬）第474号             平成27年 6月28日
     （機安１）第33号          平成27年 6月28日
     （支援病３）第14号        平成27年 6月28日
     （在病実２）第1号         平成28年10月 1日
     （在医総管）第452号       平成27年 6月28日
     （ＨＰＶ）第84号          平成28年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第344号         平成27年 6月28日
     （脳Ⅱ）第177号           平成28年 6月 1日
     （運Ⅱ）第157号           平成27年 6月28日
     （呼Ⅰ）第102号           平成27年 6月28日
     （透析水２）第27号        平成28年 1月 1日
     （肢梢）第3号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第5973号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61616,0021,4 岸上外科医院 〒643-0004 （１７５）第247号         平成14年 4月 1日
     有医21 有田郡湯浅町湯浅３９４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61716,0040,4 広川診療所 〒643-0071 （１７５）第258号         平成14年 4月 1日
     有医40 有田郡広川町広３１６
     0737-62-3390  (0737-62-3084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61816,0050,3 根来医院 〒643-0004 （がん指）第396号         平成27年11月 1日
     有医50 有田郡湯浅町湯浅字野田１４４７ （外後発使）第91号        平成28年 4月 1日
     －６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61916,0072,7 馬場クリニック 〒643-0521
     有医72 有田郡有田川町清水３２２番地
     0737-25-1233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62016,0081,8 森下整形外科 〒643-0065 一般        19（時間外２）第89号        平成22年 4月 1日
     有医81 有田郡広川町東中６４番１ （診入院）第753号         平成24年 4月 1日
     0737-64-0366  (0737-64-0093) （酸単）第5970号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62116,0082,6 松下内科 〒643-0032 （在医総管）第314号       平成20年 4月 1日
     有医82 有田郡有田川町天満４６６－１
     0737-52-3311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62216,0084,2 ごとうクリニック 〒643-0004 （がん指）第199号         平成23年 5月 1日
     有医84 有田郡湯浅町湯浅３１６３番地 （在医総管）第62号        平成18年 4月 1日
     0737-64-0101  (0737-64-0103) （酸単）第5972号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62316,0085,9 田端内科 〒643-0004
     有医85 有田郡湯浅町湯浅１８６３番地の
     ５
     0737-63-2880  (0737-63-2833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62416,0086,7 吉岡レディースクリニ〒643-0034 一般        10（がん指）第407号         平成28年10月 1日
     有医86 ック 有田郡有田川町小島２９１ （ＨＰＶ）第17号          平成22年 4月 1日
     0737-52-7503  (0737-52-7633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62516,0089,1 野田医院 〒643-0811 （電情）第5号             平成28年 4月 1日
     有医89 有田郡有田川町庄５７４番地 （在医総管）第332号       平成20年 7月 1日
     0737-52-7578  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62616,0100,6 平山内科皮膚泌尿科 〒643-0004 （ニコ）第220号           平成29年 5月 1日
     有医100 有田郡湯浅町湯浅４５９ （外後発使）第157号       平成29年 2月 1日
     0737-63-1103  （酸単）第5974号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62716,0102,2 笠松医院 〒643-0366 （時間外２）第86号        平成22年 4月 1日
     有医102 有田郡有田川町粟生５４７ （在医総管）第63号        平成18年 4月 1日
     0737-22-0304  (0737-22-0270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62816,0106,3 横矢クリニック 〒643-0071 （在医総管）第64号        平成18年 4月 1日
     有医106 有田郡広川町広１５１８
     0737-65-2333  (0737-65-2332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62916,0107,1 なかむら内科クリニッ〒643-0521 （時間外２）第30号        平成22年 4月 1日
     有医107 ク 有田郡有田川町清水３７９－２ （在医総管）第306号       平成20年 4月 1日
     0737-25-9030  (0737-25-9031) （酸単）第6132号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63016,0108,9 なかむら内科クリニッ〒643-0542 （時間外２）第31号        平成22年 4月 1日
     有医108 ク城山出張所 有田郡有田川町二川３６９ー３
     0737-23-0460  (0737-23-0460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  63116,0109,7 芝﨑眼科 〒643-0004 （コン１）第355号         平成28年 6月 1日
     有医109 有田郡湯浅町湯浅１６３３－１
     0737-65-3400  (0737-65-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63216,0111,3 小野田クリニック 〒643-0004 （在総）第526号           平成18年 4月 1日
     有医111 有田郡湯浅町湯浅１９１７－１ （Ｃ・Ｍ）第338号         平成27年 5月 1日
     0737-65-1616  (0737-65-3737) （酸単）第5975号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63316,0112,1 澳内科医院 〒643-0004 （ニコ）第89号            平成20年 7月 1日
     有医112 有田郡湯浅町湯浅１０５４－１ （１７５）第471号         平成16年 4月 1日
     0737-62-3649  (0737-62-3649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63416,0113,9 耳鼻咽喉科　ごとう医〒643-0004 （高）第425号             平成17年 9月 1日
     有医113 院 有田郡湯浅町湯浅１２８－２
     0737-63-3838  (0737-63-3349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63516,0114,7 ゆあさクリニック 〒643-0021 （時間外２）第205号       平成22年 4月 1日
     有医114 有田郡有田川町下津野１２８８－ （在医総管）第249号       平成18年 6月 2日
     １
     0737-52-8880  (0737-52-8855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63616,0115,4 児島医院 〒643-0004 （ニコ）第118号           平成22年 4月 1日
     有医115 有田郡湯浅町湯浅６８６ （在医総管）第349号       平成21年 7月 1日
     0737-62-2066  (0737-63-3993) （外後発使）第137号       平成28年 9月 1日
     （酸単）第5976号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63716,0116,2 松谷医院 〒643-0601
     有医116 有田郡有田川町押手６７２番地
     0737-26-0011  (0737-26-0434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63816,0117,0 松谷医院板尾出張所 〒643-0603
     有医117 有田郡有田川町板尾１３１番地
     0737-26-0311  (0737-26-0311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63916,0119,6 おおにしクリニック 〒643-0152 （支援診３）第291号       平成29年 3月 1日
     有医119 有田郡有田川町金屋９０番１ （がん指）第356号         平成26年 1月 1日
     0737-32-5552  (0737-32-5553) （在医総管）第383号       平成23年 9月 1日
     （在総）第606号           平成23年 9月 1日
     （酸単）第6133号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64016,0120,4 くすばやし医院 〒643-0152 （ＨＰＶ）第47号          平成24年 9月 1日
     有医120 有田郡有田川町金屋２５６番１
     0737-32-2336  (0737-32-3487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64116,0121,2 坊岡医院 〒643-0801 （ニコ）第184号           平成26年 9月 1日
     有医121 有田郡有田川町徳田４０６－１ （酸単）第6134号          平成29年 4月 1日
     0737-52-3054  (0737-52-6616)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  64216,0122,0 ちさこ赤ちゃんこども〒643-0021 （外後発使）第164号       平成29年 4月 1日
     有医122 クリニック 有田郡有田川町下津野５５０
     0737-52-5411  (0737-52-6853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64316,1014,8 医療法人たちばな会　〒643-0034 一般        60（一般入院）第865号       平成27年 9月 1日
     有医1014 西岡病院 有田郡有田川町小島２７８の１ 療養        60（療養入院）第568号       平成18年10月 1日
     0737-52-6188  (0737-52-6091) （診療録２）第425号       平成20年 1月 1日
     （療養１）第31号          平成26年11月 1日
     （医療安全２）第63号      平成25年 4月 1日
     （後発使３）第9号         平成28年11月 1日
     （回２）第51号            平成28年 2月 1日
     （食）第226号             昭和61年 9月 1日
     （がん疼）第82号          平成28年12月 1日
     （がん指）第276号         平成24年 6月 1日
     （薬）第21号              平成22年 8月 1日
     （機安１）第11号          平成20年 4月 1日
     （在医総管）第371号       平成23年 3月 1日
     （検Ⅱ）第4号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第232号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第310号         平成25年11月 1日
     （脳Ⅰ）第100号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第119号           平成26年11月 1日
     （呼Ⅰ）第93号            平成26年11月 1日
     （血入）第3号             平成28年12月 1日
     （透析水２）第14号        平成25年 8月 1日
     （脊刺）第408号           平成20年 7月 1日
     （胃瘻造）第24号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第11号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第436号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第6136号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64416,1016,3 有田地方休日急患診寮〒643-0034
     有医1016 所 有田郡有田川町小島３５２
     0737-52-4882  (0737-52-6823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  64516,1019,7 済生会有田病院 〒643-0007 一般       104（一般入院）第906号       平成28年10月 1日
     有医1019 有田郡湯浅町吉川５２－６ 療養        80（診療録１）第6号         平成26年 4月 1日
     0737-63-5561  (0737-62-3420) （事補１）第21号          平成28年11月 1日
     （急性看補）第80号        平成26年 9月 1日
     （療）第424号             平成17年 9月 1日
     （療養１）第22号          平成18年 6月 1日
     （医療安全２）第42号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第35号      平成28年 6月 1日
     （病棟薬１）第18号        平成25年 8月 1日
     （データ提）第34号        平成24年10月 1日
     （退支）第7号             平成24年 4月 1日
     （認ケア）第13号          平成28年 8月 1日
     （回１）第17号            平成26年11月 1日
     （地包ケア１）第54号      平成29年 3月 1日
     （食）第256号             平成元年11月 1日
     （糖管）第8号             平成20年 4月 1日
     （がん疼）第36号          平成22年 4月 1日
     （糖防管）第8号           平成24年 4月 1日
     （がん指）第251号         平成24年 6月 1日
     （肝炎）第15号            平成22年 4月 1日
     （薬）第13号              平成22年 4月 1日
     （検Ⅱ）第5号             平成20年 4月 1日
     （コン１）第387号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第233号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第234号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第430号         平成20年 4月 1日
     （菌）第425号             平成20年 8月 1日
     （脳Ⅰ）第81号            平成26年10月 1日
     （運Ⅰ）第112号           平成26年10月 1日
     （呼Ⅰ）第87号            平成26年10月 1日
     （集コ）第5号             平成20年 4月 1日
     （早大腸）第9号           平成28年 8月 1日
     （胃瘻造）第34号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第5977号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  64616,1023,9 有田南病院 〒643-0034 一般        26（一般入院）第566号       平成18年 4月 1日
     有医1023 有田郡有田川町小島１５番地 療養        45（療養入院）第673号       平成29年 1月 1日
     0737-52-3730  (0737-52-6860) （診療録２）第447号       平成26年12月 1日
     （看補）第607号           平成18年 4月 1日
     （療）第418号             平成16年 9月 1日
     （療養改１）第7号         平成24年10月 1日
     （患サポ）第39号          平成25年 6月 1日
     （総合評価）第21号        平成25年 5月 1日
     （データ提）第54号        平成27年 4月 1日
     （退支）第54号            平成27年10月 1日
     （食）第259号             平成 2年 7月 1日
     （がん疼）第48号          平成22年12月 1日
     （ニコ）第188号           平成27年 1月 1日
     （がん指）第322号         平成24年 8月 1日
     （支援病３）第7号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第413号       平成25年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第324号         平成26年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第108号           平成29年 3月 1日
     （運Ⅱ）第169号           平成29年 2月 1日
     （透析水２）第31号        平成28年 7月 1日
     （肢梢）第30号            平成29年 6月 1日
     （胃瘻造）第22号          平成26年 6月 1日
     （酸単）第6137号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64716,1024,7 橋本胃腸肛門外科 〒643-0004 一般        19（診入院）第875号         平成27年 8月 1日
     有医1024 有田郡湯浅町湯浅１７４９番地の （がん疼）第30号          平成22年 4月 1日
     ３ （がん指）第318号         平成24年 8月 1日
     0737-62-2226  (0737-64-0020) （外後発使）第30号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第5978号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64816,1025,4 吉村内科医院 〒643-0004 （在医総管）第67号        平成18年 4月 1日
     有医1025 有田郡湯浅町湯浅６９０ （外後発使）第31号        平成28年 4月 1日
     0737-63-4666  (0737-65-2082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64916,1026,2 吉信医院 〒643-0032 （がん指）第393号         平成27年 9月 1日
     有医1026 有田郡有田川町天満３９７番地 （酸単）第6138号          平成29年 4月 1日
     0737-52-2046  (0737-52-7433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65016,1027,0 寿楽園診療所 〒643-0142 （酸単）第6139号          平成29年 4月 1日
     有医1027 有田郡有田川町小川９９２
     0737-32-3221  (0737-32-3370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65116,1029,6 亀井クリニック 〒643-0023 （Ｃ・Ｍ）第235号         平成24年 4月 1日
     有医1029 有田郡有田川町熊井４３９－１ （Ｃ・Ｍ）第236号         平成24年 4月 1日
     0737-52-8181  (0737-52-8182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  65216,1030,4 しまクリニック 〒643-0025 一般        10（時間外１）第8号         平成24年 4月 1日
     有医1030 有田郡有田川町土生３７１－２６ （診入院）第854号         平成26年 4月 1日
     0737-52-7881  (0737-52-7885) （ハイ妊娠）第31号        平成21年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第34号          平成22年 8月 1日
     （酸単）第6140号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65316,1032,0 外江眼科クリニック 〒643-0021 （コン１）第348号         平成28年 5月 1日
     有医1032 有田郡有田川町下津野１０３７ー （外後発使）第93号        平成28年 4月 1日
     ７
     0737-53-2611  (0737-53-2613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65416,1033,8 森田内科クリニック 〒643-0811
     有医1033 有田郡有田川町庄６２１ー１
     0737-53-2666  (0737-53-2665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65516,1034,6 オレンジクリニック 〒643-0166 （１７５）第421号         平成14年 4月 1日
     有医1034 有田郡有田川町吉原５２２
     0737-32-4665  (0737-32-9023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65616,1035,3 奥診療所 〒643-0022
     有医1035 有田郡有田川町奥２２２番地の１
     0737-53-2251  (0737-53-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65716,1036,1 宮本クリニック 〒643-0801 （時間外２）第79号        平成22年 4月 1日
     有医1036 有田郡有田川町徳田９７－６
     0737-52-6777  (0737-52-7181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65816,1037,9 みのりクリニック 〒643-0166 （時間外１）第2号         平成24年 4月 1日
     有医1037 有田郡有田川町吉原９０８番地 （在医総管）第208号       平成18年 4月 1日
     0737-32-2512  (0737-32-4128) （酸単）第6135号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65916,1038,7 平山こどもクリニック〒643-0032 （時間外２）第328号       平成28年 4月 1日
     有医1038 有田郡有田川町天満３０５番地４ （小か診）第4号           平成28年 4月 1日
     0737-52-8666  (0737-52-8670) （外後発使）第94号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66016,1041,1 藤内メンタルクリニッ〒643-0034 （外後発使）第95号        平成28年 4月 1日
     有医1041 ク 有田郡有田川町小島３１３番地２
     0737-52-7771  (0737-52-7772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66117,0002,2 津田内科医院 〒649-6426 （１７５）第182号         平成14年 4月 1日
     紀医2 紀の川市下井阪３６９
     0736-77-5400  (0736-77-6497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66217,0003,0 梅田内科医院 〒649-6403 （時間外２）第189号       平成22年 4月 1日
     紀医3 紀の川市南勢田１７５
     0736-77-7790  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  66317,0004,8 いちごクリニック 〒649-6417
     紀医4 紀の川市西大井２１０ー１
     0736-77-0150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66417,0006,3 上田内科クリニック 〒649-6428 （ニコ）第9号             平成18年 6月 1日
     紀医6 紀の川市東国分４３１－１ （がん指）第233号         平成24年 6月 1日
     0736-77-6690  (0736-77-6684) （在医総管）第68号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第5980号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66517,0007,1 正木クリニック 〒649-6414 （時間外１）第48号        平成24年 4月 1日
     紀医7 紀の川市打田１４１５－４ （支援診３）第266号       平成28年 4月 1日
     0736-77-7585  (0736-77-7520) （がん指）第9号           平成22年 7月 1日
     （在医総管）第205号       平成18年 4月 1日
     （在総）第616号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第6044号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66617,0008,9 宮井内科 〒649-6416
     紀医8 紀の川市上野１３－１０
     0736-78-1510  (0736-78-1511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66717,0015,4 林内科 〒649-6503 （時間外２）第310号       平成26年 4月 1日
     紀医15 紀の川市長田中３９４－３ （がん疼）第10号          平成22年 4月 1日
     0736-73-2441  (0736-73-6083) （ニコ）第25号            平成18年 7月 1日
     （がん指）第280号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第69号        平成18年 4月 1日
     （在総）第620号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66817,0016,2 高木内科 〒649-6531 （時間外１）第98号        平成24年 4月 1日
     紀医16 紀の川市粉河４１８番地２ （支援診３）第324号       平成29年 4月 1日
     0736-73-8008  (0736-73-8012) （在医総管）第180号       平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第302号         平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66917,0017,0 近藤医院 〒649-6531 一般         5（１７５）第433号         平成14年 4月 1日
     紀医17 紀の川市粉河１７３１
     0736-73-2059  (0736-73-2059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67017,0018,8 中田内科・胃腸科 〒649-6511 （がん指）第166号         平成22年11月 1日
     紀医18 紀の川市猪垣５５ー３ （在医総管）第73号        平成18年 4月 1日
     0736-74-2255  (0736-74-2256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67117,0019,6 はしづめ眼科 〒649-6531 （コン１）第349号         平成28年 5月 1日
     紀医19 紀の川市粉河２１４８－１
     0736-73-8788  (0736-73-8810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67217,0020,4 馬渕医院 〒649-6531 （時間外２）第220号       平成22年 4月 1日
     紀医20 紀の川市粉河２２１３ （ＨＰＶ）第79号          平成26年 6月 1日
     0736-73-2116  (0736-73-6814) （１７５）第480号         平成17年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  67317,0022,0 澤田泌尿器科・内科ク〒649-6604 （時間外２）第14号        平成22年 4月 1日
     紀医22 リニック 紀の川市西野山４８０－５ （地包加）第153号         平成29年 4月 1日
     0736-75-5939  (0736-75-5939) （がん疼）第5号           平成22年 4月 1日
     （支援診２）第99号        平成28年 8月 1日
     （在医総管）第315号       平成20年 4月 1日
     （在総）第611号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67417,0023,8 佐藤クリニック 〒649-6623 （ニコ）第119号           平成22年 4月 1日
     紀医23 紀の川市藤崎３６３－２ （がん指）第12号          平成22年 7月 1日
     0736-75-9229  (0736-75-9123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67517,0027,9 西岡内科胃腸科 〒649-6111 （時間外１）第72号        平成24年 4月 1日
     紀医27 紀の川市桃山町最上８４－５ （地包加）第152号         平成29年 4月 1日
     0736-66-2223  (0736-66-2279) （支援診２）第105号       平成28年 8月 1日
     （がん指）第277号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第316号       平成20年 4月 1日
     （在総）第618号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67617,0028,7 矢野医院 〒649-6112 （時間外２）第124号       平成22年 4月 1日
     紀医28 紀の川市桃山町調月７６９ー１０ （地包加）第126号         平成28年12月 1日
     ０ （支援診３）第297号       平成29年 4月 1日
     0736-66-2609  (0736-66-2628) （在診実２）第2号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第208号         平成23年10月 1日
     （在医総管）第181号       平成18年 4月 1日
     （在総）第501号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67717,0029,5 前尾クリニック 〒649-6124
     紀医29 紀の川市桃山町市場３４１－１
     0736-66-2325  (0736-66-2415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67817,0030,3 津田クリニック 〒649-6123 （外後発使）第134号       平成28年 8月 1日
     紀医30 紀の川市桃山町神田１５６
     0736-66-3111  (0736-66-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67917,0031,1 阪上診療所 〒640-0415 （時間外２）第226号       平成22年 4月 1日
     紀医31 紀の川市貴志川町長原４７１ （在医総管）第317号       平成20年 4月 1日
     0736-64-2251  (0736-64-6424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68017,0033,7 久保外科 〒640-0413 一般        19（時間外２）第165号       平成22年 4月 1日
     紀医33 紀の川市貴志川町神戸２１２－２ （診入院）第871号         平成26年 9月 1日
     0736-64-5788  (0736-64-1004) （診入帰）第11号          平成28年 4月 1日
     （食）第289号             平成 7年 2月 1日
     （在医総管）第395号       平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第35号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅲ）第6号             平成18年 4月 1日
     （酸単）第5982号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  68117,0034,5 竹内医院 〒640-0413 （時間外２）第199号       平成22年 4月 1日
     紀医34 紀の川市貴志川町神戸１００５－ （１７５）第410号         平成14年 4月 1日
     ５
     0736-64-5888  (0736-64-5888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68217,0035,2 坂口内科 〒640-0424 （支援診２）第110号       平成28年 8月 1日
     紀医35 紀の川市貴志川町井ノ口５７７－ （在医総管）第182号       平成18年 4月 1日
     １ （在総）第613号           平成24年 4月 1日
     0736-64-7801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68317,0037,8 高尾内科医院 〒640-0401 （在医総管）第70号        平成18年 4月 1日
     紀医37 紀の川市貴志川町丸栖５－４ （外後発使）第73号        平成28年 4月 1日
     0736-64-8700  (0736-64-8621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68417,0038,6 まつもと整形外科クリ〒640-0424 （時間外２）第150号       平成22年 4月 1日
     紀医38 ニック 紀の川市貴志川町井ノ口９７４ー （酸単）第5983号          平成29年 4月 1日
     １
     0736-65-2700  (0736-65-2722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68517,0039,4 まつもと内科 〒640-0416 （在医総管）第307号       平成20年 4月 1日
     紀医39 紀の川市貴志川町長山２４４
     0736-65-3111  (0736-65-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68617,0040,2 粉河整形外科 〒649-6531 （時間外２）第101号       平成22年 4月 1日
     紀医40 紀の川市粉河４５１－９ （在医総管）第340号       平成21年 2月 1日
     0736-73-7000  (0736-73-7100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68717,0041,0 かつらぎ循環器内科 〒649-6531 （時間外２）第123号       平成22年 4月 1日
     紀医41 紀の川市粉河１２－１１ （ニコ）第152号           平成23年 7月 1日
     0736-74-3434  (0736-74-3435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68817,0042,8 のだ小児科 〒649-6406 （時間外２）第267号       平成23年 4月 1日
     紀医42 紀の川市北大井１９８－７
     0736-78-1230  (0736-78-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68917,0043,6 どばしクリニック　胃〒649-6402 （支援診３）第267号       平成28年 4月 1日
     紀医43 腸内科・呼吸器内科・紀の川市北勢田２２８番１ （在診実１）第23号        平成28年 4月 1日
     外科 0736-77-7700  (0736-77-5151) （在医総管）第417号       平成25年 7月 1日
     （在総）第632号           平成25年 7月 1日
     （酸単）第5984号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  69017,0044,4 さかい耳鼻咽喉科クリ〒640-0424 （高）第447号             平成25年 3月 1日
     紀医44 ニック 紀の川市貴志川町井ノ口１５７６ （支援診３）第268号       平成28年 4月 1日
     －１ （在医総管）第415号       平成25年 6月 1日
     0736-67-7233  （在総）第631号           平成25年 6月 1日
     （補聴）第411号           平成25年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第77号            平成25年 9月 1日
     （酸単）第5985号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69117,0045,1 耳鼻咽喉科　ゆうクリ〒649-6425 （高）第455号             平成28年 8月 7日
     紀医45 ニック 紀の川市中井阪２０５－３ （補聴）第414号           平成28年 9月 1日
     0736-77-1511  (0736-77-1522) （酸単）第5986号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  69217,1001,3 公立那賀病院 〒649-6414 一般       300（一般入院）第886号       平成28年 9月 1日
     紀医1001 紀の川市打田１２８２ 一般（感染） （超急性期）第11号        平成24年 7月 1日
     0736-77-2019  (0736-77-4659)              4（診療録１）第7号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第6号           平成26年 6月 1日
     （急性看補）第134号       平成28年 9月 1日
     （療）第476号             平成28年 7月 1日
     （重）第469号             平成28年 7月 1日
     （栄養チ）第19号          平成27年 2月 1日
     （医療安全１）第62号      平成24年 9月 1日
     （感染防止１）第20号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第33号          平成24年 8月 1日
     （褥瘡ケア）第8号         平成25年10月 1日
     （ハイ妊娠）第37号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第21号        平成23年12月 1日
     （データ提）第27号        平成24年10月 1日
     （退支）第8号             平成24年 4月 1日
     （認ケア）第26号          平成29年 1月 1日
     （小入４）第406号         平成19年 4月 1日
     （地包ケア１）第37号      平成28年 7月 1日
     （食）第401号             平成12年 4月 1日
     （糖管）第27号            平成22年11月 1日
     （がん疼）第32号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第5号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第7号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第6号         平成26年 4月 1日
     （糖防管）第2号           平成24年 4月 1日
     （トリ）第10号            平成24年 4月 1日
     （ニコ）第106号           平成21年 5月 1日
     （がん計）第157号         平成28年 8月 1日
     （肝炎）第9号             平成22年 4月 1日
     （薬）第462号             平成24年 7月 1日
     （機安１）第12号          平成20年 4月 1日
     （在看）第1号             平成24年 4月 1日
     （持血測）第8号           平成27年 8月 1日
     （ＨＰＶ）第76号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第454号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第6号             平成20年 4月 1日
     （血内）第407号           平成20年 4月 1日
     （歩行）第4号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第5号           平成24年 4月 1日
     （コン１）第318号         平成28年 4月 1日
     （小検）第4号             平成18年 4月 1日
     （誘発）第5号             平成24年 7月 1日
     （画１）第405号           平成14年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第238号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第342号         平成27年 7月 1日
     （冠動Ｃ）第8号           平成24年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （心臓Ｍ）第8号           平成22年 8月 1日
     （抗悪処方）第3号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第449号         平成28年11月 1日
     （菌）第456号             平成28年10月 1日
     （脳Ⅰ）第85号            平成26年10月 1日
     （運Ⅰ）第117号           平成26年10月 1日
     （呼Ⅰ）第91号            平成26年10月 1日
     （がんリハ）第20号        平成26年10月 1日
     （透析水２）第28号        平成28年 1月 1日
     （肢梢）第27号            平成29年 2月 1日
     （脳刺）第401号           平成12年 4月 1日
     （脊刺）第401号           平成12年 4月 1日
     （乳セ１）第2号           平成22年 4月 1日
     （ペ）第21号              平成10年 4月 1日
     （大）第15号              平成11年 6月 1日
     （胆）第3号               平成11年 4月 1日
     （早大腸）第1号           平成24年 4月 1日
     （腎）第413号             平成29年 4月 1日
     （胃瘻造）第49号          平成27年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第19号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第6号             平成24年 9月 1日
     （造設前）第15号          平成26年 9月 1日
     （胃瘻造嚥）第9号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第28号          平成11年 5月 1日
     （連携診）第1号           平成24年 4月 1日
     （テ組織）第403号         平成14年 5月 1日
     （酸単）第5987号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69317,1002,1 那賀休日急患診療所 〒649-6405 （１７５）第416号         平成14年 4月 1日
     紀医1002 紀の川市東大井３５０番地
     0736-77-3151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69417,1003,9 坂中内科 〒649-6422 一般         5（ニコ）第138号           平成22年11月 1日
     紀医1003 紀の川市花野９１番地４ 療養        12
     0736-77-5733  (0736-77-7844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69517,1004,7 医療法人　泉谷眼科 〒649-6416 （コン１）第383号         平成29年 4月 1日
     紀医1004 紀の川市上野１４－１
     0736-77-1010  (0736-77-1010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69617,1005,4 医療法人かしい小児科〒649-6414
     紀医1005 紀の川市打田１４１７－４
     0736-77-3399  (0736-77-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69717,1006,2 山口胃腸科 〒649-6417 （時間外２）第145号       平成22年 4月 1日
     紀医1006 紀の川市西大井１４８－９ （在医総管）第71号        平成18年 4月 1日
     0736-77-7308  (0736-78-2041) （外後発使）第36号        平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  69817,1007,0 奥クリニック 〒649-6412 一般        13（時間外１）第50号        平成24年 4月 1日
     紀医1007 紀の川市黒土２６３－１ 療養         6（診入院）第856号         平成26年 4月 1日
     0736-77-7800  (0736-77-7811) （患サポ）第10号          平成24年 4月 1日
     （食）第314号             平成11年 4月 1日
     （がん指）第239号         平成24年 6月 1日
     （酸単）第5988号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69917,1008,8 医療法人西浦内科クリ〒649-6417 （時間外２）第194号       平成22年 4月 1日
     紀医1008 ニック 紀の川市西大井１１７－６ （支援診３）第341号       平成29年 4月 1日
     0736-77-3048  (0736-77-3274) （在医総管）第246号       平成18年 6月 1日
     （外後発使）第149号       平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70017,1009,6 医療法人英正会長雄整〒649-6426 一般        19（時間外１）第57号        平成24年 4月 1日
     紀医1009 形外科 紀の川市下井阪４４７－１ （診入院）第828号         平成26年 4月 1日
     0736-77-5700  (0736-77-5702) （診入帰）第4号           平成28年 4月 1日
     （退支）第30号            平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第36号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第125号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第5989号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70117,1011,2 高陽園診療所 〒649-6551
     紀医1011 紀の川市上田井１０２０番地
     0736-73-5881  (0736-73-5883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70217,1012,0 医療法人慈愛会　勝田〒649-6531 一般         7（時間外１）第51号        平成24年 4月 1日
     紀医1012 胃腸内科外科医院 紀の川市粉河１９１６ 療養        12（診入院）第834号         平成26年 4月 1日
     0736-73-2101  (0736-73-7188) （診療養入院）第453号     平成26年 4月 1日
     （退支）第31号            平成24年 4月 1日
     （食）第303号             平成 9年 9月 1日
     （ニコ）第137号           平成22年11月 1日
     （支援診２）第111号       平成28年 8月 1日
     （がん指）第70号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第184号       平成18年 4月 1日
     （在総）第503号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第239号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第38号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅲ）第7号             平成18年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第13号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第6045号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  70317,1013,8 稲穂会病院 〒649-6531 療養 （療養入院）第661号       平成28年10月 1日
     紀医1013 紀の川市粉河７５６－３ 　　療養    66（療養１）第36号          平成27年 6月 1日
     0736-74-2100  (0736-74-2420) （食）第447号             平成17年 6月 1日
     （がん疼）第2号           平成22年 4月 1日
     （ニコ）第163号           平成24年 8月 1日
     （がん指）第230号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第224号       平成18年 4月 1日
     （在訪褥）第3号           平成26年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第240号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第37号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第173号           平成29年 5月 1日
     （呼Ⅱ）第14号            平成18年 6月 1日
     （酸単）第5990号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70417,1014,6 名手病院 〒649-6631 一般        58（障害入院）第435号       平成24年 8月 1日
     紀医1014 紀の川市名手市場２９４－１ 療養        46（診療録２）第444号       平成26年11月 1日
     0736-75-5252  (0736-75-2111) （事補１）第9号           平成28年 1月 1日
     （特施）第426号           平成24年 8月 1日
     （患サポ）第29号          平成24年 6月 1日
     （後発使１）第3号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第57号        平成27年 4月 1日
     （退支）第70号            平成28年 5月 1日
     （認ケア）第6号           平成28年 7月 1日
     （回１）第26号            平成28年 5月 1日
     （食）第233号             昭和62年12月 1日
     （糖管）第24号            平成22年 4月 1日
     （がん疼）第38号          平成22年 4月 1日
     （糖防管）第10号          平成24年 4月 1日
     （がん指）第272号         平成24年 6月 1日
     （薬）第470号             平成25年 8月 1日
     （機安１）第13号          平成20年 4月 1日
     （在医総管）第394号       平成24年 4月 1日
     （在総）第615号           平成24年 4月 1日
     （検Ⅰ）第455号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第241号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第71号            平成25年 8月 1日
     （運Ⅰ）第89号            平成25年 8月 1日
     （呼Ⅰ）第81号            平成25年 8月 1日
     （がんリハ）第14号        平成26年 4月 1日
     （集コ）第21号            平成25年 7月 1日
     （透析水１）第30号        平成22年 4月 1日
     （酸単）第5991号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  70517,1015,3 阪口クリニック 〒649-6631 （時間外２）第64号        平成22年 4月 1日
     紀医1015 紀の川市名手市場６３ （支援診３）第298号       平成29年 4月 1日
     0736-75-2020  (0736-75-3996) （がん指）第402号         平成28年 5月 1日
     （在医総管）第185号       平成18年 4月 1日
     （在総）第561号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第132号       平成28年 8月 1日
     （酸単）第5992号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70617,1018,7 岡整形外科 〒649-6124 （時間外１）第23号        平成24年 4月 1日
     紀医1018 紀の川市桃山町市場３８３－１ （在医総管）第308号       平成20年 4月 1日
     0736-66-2130  (0736-66-2109) （外後発使）第37号        平成28年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第144号           平成25年 7月 1日
     （運Ⅰ）第102号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70717,1019,5 井畑内科医院 〒640-0415 （時間外２）第16号        平成22年 4月 1日
     紀医1019 紀の川市貴志川町長原４３６番地 （がん指）第375号         平成26年10月 1日
     １
     0736-64-6022  (0736-64-9028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70817,1020,3 浅江胃腸科 〒640-0416 （がん指）第212号         平成23年11月 1日
     紀医1020 紀の川市貴志川町長山２７７－２ （在医総管）第74号        平成18年 4月 1日
     １４
     0736-64-8050  (0736-64-8060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70917,1021,1 峰小児科 〒640-0416
     紀医1021 紀の川市貴志川町長山２７７－２
     ８４
     0736-64-5735  (0736-64-7996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71017,1022,9 北山眼科クリニック 〒640-0401 （コン１）第377号         平成29年 3月 1日
     紀医1022 紀の川市貴志川町丸栖６４９－１
     0736-64-9565  (0736-64-7748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71117,1023,7 北山産婦人科クリニッ〒640-0401 一般         7（時間外１）第92号        平成24年 4月 1日
     紀医1023 ク 紀の川市貴志川町丸栖６６２番地 （診入院）第818号         平成24年12月 1日
     の１ （ハイ妊娠）第41号        平成21年 4月 1日
     0736-64-3048  (0736-64-7748) （ＨＰＶ）第67号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第5993号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71217,1024,5 たね耳鼻咽喉科 〒640-0416 （時間外２）第257号       平成22年 6月 1日
     紀医1024 紀の川市貴志川町長山１８０－２ （高）第408号             平成14年 2月 1日
     0736-64-9548  (0736-64-9548) （外後発使）第96号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  71317,1025,2 神戸坂口クリニック 〒640-0413 （時間外２）第200号       平成22年 4月 1日
     紀医1025 紀の川市貴志川町神戸６４４番地 （支援診２）第106号       平成28年 8月 1日
     0736-64-1105  (0736-64-1106) （がん指）第253号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第393号       平成24年 4月 1日
     （在総）第614号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第5994号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71417,1028,6 紀の川市国民健康保険〒649-6573 （がん指）第65号          平成22年 7月 1日
     紀医1028 直営鞆渕診療所 紀の川市中鞆渕９１１ （酸単）第6171号          平成29年 4月 1日
     0736-79-0009  (0736-79-0009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71517,1029,4 貴志川リハビリテーシ〒640-0401 一般        60（一般入院）第878号       平成28年 4月 1日
     紀医1029 ョン病院 紀の川市貴志川町丸栖１４２３－療養       108（療養入院）第653号       平成28年10月 1日
     ３ （診療録２）第424号       平成19年 8月 1日
     0736-64-0061  (0736-64-0063) （事補１）第14号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第127号       平成28年 6月 1日
     （療）第479号             平成29年 4月 1日
     （療養１）第34号          平成27年 6月 1日
     （感染防止２）第4号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第27号          平成24年 6月 1日
     （後発使１）第4号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第49号        平成27年 1月 1日
     （退支）第65号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第19号          平成28年11月 1日
     （回１）第37号            平成29年 1月 1日
     （地包ケア１）第23号      平成27年 6月 1日
     （食）第452号             平成18年 3月 1日
     （薬）第453号             平成21年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第347号         平成27年11月 1日
     （脳Ⅰ）第99号            平成27年11月 1日
     （運Ⅰ）第139号           平成27年11月 1日
     （呼Ⅰ）第109号           平成27年11月 1日
     （胃瘻造）第13号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第24号        平成28年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第415号         平成18年 8月 1日
     （酸単）第5995号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71617,1030,2 循環器内科するたクリ〒649-6416 （時間外１）第36号        平成24年 4月 1日
     紀医1030 ニック 紀の川市上野７８番地の１ （がん疼）第12号          平成22年 4月 1日
     0736-78-3771  (0736-78-3772) （支援診２）第112号       平成28年 8月 1日
     （がん指）第67号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第265号       平成19年 2月 1日
     （在総）第551号           平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  71717,1031,0 うえおく皮ふ科 〒640-0415 （時間外２）第143号       平成22年 4月 1日
     紀医1031 紀の川市貴志川町長原４３５番地
     の１
     0736-65-1112  (0736-65-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71817,1032,8 奥　医院 〒649-6111
     紀医1032 紀の川市桃山町最上８０５
     0736-66-0005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71917,1033,6 こんにちはクリニック〒649-6122
     紀医1033 紀の川市桃山町元７８５番地１
     0736-66-2100  (0736-66-4649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72017,1034,4 在宅総合ケアセンター〒649-6123 （がん疼）第77号          平成28年 2月 1日
     紀医1034 　赤ひげクリニック 紀の川市桃山町神田３７８ （支援診３）第286号       平成28年10月 1日
     0736-66-9003  (0736-66-9002) （在診実１）第21号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第453号       平成27年 9月 1日
     （在総）第657号           平成27年 9月 1日
     （運Ⅲ）第60号            平成29年 4月 1日
     （酸単）第5996号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72117,1035,1 医療法人礼仁会　西田〒640-0416 （時間外１）第133号       平成29年 4月 1日
     紀医1035 整形外科 紀の川市貴志川町長山３０－１
     0736-64-9100  (0736-64-9111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72218,0002,0 榎本医院 〒649-6226
     岩医2 岩出市宮４６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72318,0009,5 上岩出診療所 〒649-6218
     岩医9 岩出市南大池２０８－２５
     0736-62-5836  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72418,0013,7 泉谷皮膚科 〒649-6202
     岩医13 岩出市根来１６－１
     0736-62-2852  (0736-62-1593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72518,0014,5 稲田皮膚科 〒649-6231
     岩医14 岩出市川尻２３０－７
     0736-63-5663  (0736-61-2280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72618,0015,2 根来こどもクリニック〒649-6257 （酸単）第5997号          平成29年 4月 1日
     岩医15 岩出市相谷３４－５番地
     0736-61-3000  (0736-61-3003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72718,0016,0 山入こどもクリニック〒649-6222
     岩医16 岩出市岡田２３４番地５
     0736-61-2500  (0736-61-4445)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  72818,0017,8 かきはら胃腸科内科 〒649-6204 （時間外２）第163号       平成22年 4月 1日
     岩医17 岩出市今中１０５－２ （地包加）第125号         平成28年11月 1日
     0736-61-2600  (0736-61-0991) （がん疼）第61号          平成25年 2月 1日
     （ニコ）第37号            平成18年 8月 1日
     （支援診２）第119号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第243号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第77号        平成18年 4月 1日
     （在総）第617号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第5998号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72918,0018,6 木下こどもクリニック〒649-6243
     岩医18 岩出市金屋２９７
     0736-61-1288  (0736-61-1266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73018,0020,2 宇田内科胃腸科 〒649-6213 （ニコ）第46号            平成18年 9月 1日
     岩医20 岩出市西国分４７７－４ （在医総管）第78号        平成18年 4月 1日
     0736-61-2055  (0736-61-2002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73118,0021,0 みたに整形外科 〒649-6216
     岩医21 岩出市野上野４３１－２
     0736-69-2284  (0736-69-2285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73218,0023,6 おく耳鼻咽喉科 〒649-6205 （高）第402号             平成12年 6月 1日
     岩医23 岩出市森２７７ー１ （ニコ）第124号           平成22年 6月 1日
     0736-69-1733  (0736-69-1733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73318,0031,9 伊藤内科 〒649-6235
     岩医31 岩出市西野１９０－１
     0736-69-2121  (0736-69-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73418,0032,7 原眼科クリニック 〒649-6216 （コン１）第382号         平成29年 3月 1日
     岩医32 岩出市野上野８３－８
     0736-61-0100  (0736-61-0100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73518,0033,5 岡本医院 〒649-6222 （支援診２）第126号       平成29年 4月 1日
     岩医33 岩出市岡田字上野６９５－１ （在医総管）第276号       平成19年 5月 1日
     073-669-5623  (0736-69-5559) （在総）第557号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73618,0035,0 ましまメンタルクリニ〒649-6231
     岩医35 ック 岩出市川尻２６－２
     0736-67-7750  (0736-67-7750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73718,0036,8 しまだ内科クリニック〒649-6227 （時間外１）第115号       平成26年 4月 1日
     岩医36 岩出市清水４７０ （支援診２）第98号        平成28年 8月 1日
     0736-62-0707  (0736-62-0728) （在医総管）第404号       平成24年 9月 1日
     （在総）第626号           平成24年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  73818,0037,6 こうぐち内科クリニッ〒649-6248
     岩医37 ク 岩出市湯窪５１番
     0736-61-5252  (0736-61-5227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73918,0038,4 岩出こころの診療所 〒649-6233
     岩医38 岩出市備前４２　プチツール１－
     Ｄ
     0736-67-8222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74018,1001,1 社会福祉法人和歌山つ〒649-6215 一般       136（障害入院）第437号       平成26年 6月 1日
     岩医1001 くし会つくし医療・福岩出市中迫６６５ （特施）第437号           平成26年 6月 1日
     祉センター 0736-62-4121  (0736-62-8185) （療）第459号             平成26年 6月 1日
     （特疾２）第437号         平成26年 6月 1日
     （食）第143号             昭和55年 8月 1日
     （薬）第460号             平成23年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第303号         平成25年 6月 1日
     （脳Ⅰ）第104号           平成28年 4月 1日
     （障）第14号              平成28年 4月 1日
     （酸単）第5999号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74118,1002,9 紀の川病院 〒649-6246 精神       221（精神入院）第477号       平成25年11月 1日
     岩医1002 岩出市吉田４７－１ （精合併加算）第4号       平成20年 4月 1日
     0736-62-4325  (0736-62-3137) （精救急受入）第4号       平成24年 6月 1日
     （後発使１）第5号         平成28年 4月 1日
     （精急１）第402号         平成22年 2月 1日
     （精療）第429号           平成26年 4月 1日
     （食）第488号             平成20年 2月 1日
     （薬）第534号             平成28年11月 1日
     （精）第410号             平成18年 6月 1日
     （ショ小）第3号           平成18年 4月 1日
     （デ小）第403号           平成13年 4月 1日
     （医療保護）第6号         平成16年 6月 1日
     （酸単）第6000号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74218,1004,5 紀の川クリニック 〒649-6213 一般        19（時間外１）第66号        平成24年 4月 1日
     岩医1004 岩出市西国分５０１番地 （地包加）第111号         平成27年 8月 1日
     0736-62-0717  (0736-62-2831) （診入院）第836号         平成26年 4月 1日
     （診入帰）第2号           平成28年 4月 1日
     （退支）第33号            平成24年 4月 1日
     （食）第320号             平成11年10月 1日
     （糖管）第13号            平成21年 3月 1日
     （機安１）第14号          平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第300号         平成25年 5月 1日
     （透析水２）第6号         平成24年 8月 1日
     （肢梢）第6号             平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第9号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第6001号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  74318,1005,2 医療法人　豊田内科 〒649-6202 （がん指）第397号         平成28年 2月 1日
     岩医1005 岩出市根来９１３－２ （在医総管）第80号        平成18年 4月 1日
     0736-63-0297  (0736-63-0297) （外後発使）第98号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74418,1006,0 医療法人彌栄会　やよ〒649-6215 一般        19（時間外１）第74号        平成24年 4月 1日
     岩医1006 いメディカルクリニッ岩出市中迫１３９ （診入院）第880号         平成28年 4月 1日
     ク 0736-62-7777  (0736-62-8813) （診入帰）第10号          平成28年 4月 1日
     （後発使２）第5号         平成28年 4月 1日
     （食）第503号             平成27年 6月 1日
     （糖管）第26号            平成22年10月 1日
     （糖防管）第1号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第185号           平成26年11月 1日
     （在医総管）第372号       平成23年 3月 1日
     （外後発使）第97号        平成28年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第65号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第124号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第6002号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74518,1008,6 富田病院 〒649-6253 一般        47（一般入院）第610号       平成18年 4月 1日
     岩医1008 岩出市紀泉台２ 療養       109（療養入院）第566号       平成18年10月 1日
     0736-62-1522  (0736-62-5379) （診療録２）第445号       平成26年11月 1日
     （事補１）第5号           平成26年 4月 1日
     （看配）第440号           平成18年 4月 1日
     （看補）第748号           平成28年 4月 1日
     （療）第415号             平成16年 2月 1日
     （療養１）第14号          平成18年 7月 1日
     （総合評価）第14号        平成24年 4月 1日
     （後発使１）第18号        平成28年 8月 1日
     （データ提）第55号        平成27年 4月 1日
     （認ケア）第31号          平成29年 5月 1日
     （地包ケア１）第53号      平成29年 3月 1日
     （食）第162号             平成 6年 1月 1日
     （がん疼）第1号           平成22年 4月 1日
     （地包診）第7号           平成29年 4月 1日
     （がん指）第225号         平成24年 4月 1日
     （肝炎）第29号            平成27年12月 1日
     （薬）第19号              平成 6年11月 1日
     （支援病２）第11号        平成26年10月 1日
     （在医総管）第318号       平成20年 4月 1日
     （在総）第656号           平成27年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第335号         平成26年11月 1日
     （脳Ⅱ）第165号           平成27年 7月 1日
     （運Ⅰ）第148号           平成28年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第105号           平成27年 7月 1日
     （がんリハ）第32号        平成28年 8月 1日
     （胃瘻造）第33号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第6004号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  74618,1009,4 胃腸肛門科家田医院 〒649-6248
     岩医1009 岩出市中黒５０７番地の１
     0736-61-1212  (0736-61-1701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74718,1010,2 岩田医院 〒649-6214 （在医総管）第81号        平成18年 4月 1日
     岩医1010 岩出市水栖５０３番地の５
     0736-62-6705  (0736-62-6705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74818,1011,0 医療法人甃友会　安川〒649-6213 （がん疼）第81号          平成28年 4月 1日
     岩医1011 診療所 岩出市西国分６８８－１ （支援診２）第100号       平成28年 9月 1日
     0736-63-1688  (0736-63-1722) （在緩診実）第3号         平成28年 8月 1日
     （在医総管）第188号       平成18年 4月 1日
     （在総）第506号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74918,1013,6 医療法人明紀会　宇野〒649-6235
     岩医1013 内科 岩出市西野１８６－１０
     0736-62-2101  (0736-62-2731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75018,1014,4 おおみや診療所 〒649-6226 （支援診３）第365号       平成29年 6月 1日
     岩医1014 岩出市宮５０－１ （在医総管）第189号       平成18年 4月 1日
     0736-61-6151  (0736-69-2266) （在総）第669号           平成29年 6月 1日
     （外後発使）第127号       平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75118,1015,1 畑産婦人科・小児科 〒649-6231 （ＨＰＶ）第42号          平成23年 8月 1日
     岩医1015 岩出市川尻２４０－６ （外後発使）第147号       平成28年11月 1日
     0736-63-0077  (0736-63-2736) （酸単）第6005号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75218,1016,9 林循環器内科クリニッ〒649-6227 （がん指）第319号         平成24年 8月 1日
     岩医1016 ク 岩出市清水４３８ （在医総管）第82号        平成18年 4月 1日
     0736-62-3056  (0736-62-3056) （酸単）第6006号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75318,1018,5 こだま小児科 〒649-6219
     岩医1018 岩出市北大池１２４ー５
     0736-69-2366  (0736-69-2367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75418,1019,3 はしもと整形外科 〒649-6231 （運Ⅰ）第98号            平成26年 4月 1日
     岩医1019 岩出市川尻５３－１
     0736-69-1117  (0736-69-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75518,1020,1 きしもと耳鼻咽喉科 〒649-6215 （高）第423号             平成17年 7月 1日
     岩医1020 岩出市中迫２８１番地の６ （補聴）第405号           平成17年 7月 1日
     0736-63-3381  (0736-63-3593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75618,1021,9 ふじはら整形外科クリ〒649-6204
     岩医1021 ニック 岩出市今中１５１番地の３
     0736-67-3622  (0736-67-3633)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  75718,1022,7 上岩出内科・脳神経外〒649-6216 （時間外１）第53号        平成24年 4月 1日
     岩医1022 科 岩出市野上野６６－１ （支援診３）第346号       平成29年 4月 1日
     0736-69-5500  (0736-69-5800) （がん指）第241号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第266号       平成19年 2月 1日
     （在総）第552号           平成19年 2月 1日
     （神経）第14号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第291号         平成25年 3月 1日
     （酸単）第6046号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75818,1023,5 かわぐちクリニック 〒649-6215 （時間外１）第85号        平成24年 4月 1日
     岩医1023 岩出市中迫２７５－９ （がん疼）第15号          平成22年 4月 1日
     0736-67-2334  (0736-67-2335) （支援診２）第96号        平成28年 8月 1日
     （がん指）第240号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第283号       平成19年 7月 1日
     （在総）第559号           平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75918,1024,3 よしだクリニック 〒649-6246 （時間外２）第55号        平成22年 4月 1日
     岩医1024 岩出市吉田４１３番地１ （ニコ）第133号           平成22年11月 1日
     0736-69-5404  (0736-69-5405) （在医総管）第284号       平成19年 7月 1日
     （神経）第6号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第322号         平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76018,1025,0 塚本内科クリニック 〒649-6256
     岩医1025 岩出市金池３９２番地１
     0736-67-3377  (0736-67-3033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76118,1026,8 殿田胃腸肛門病院 〒649-6226 一般 （一般入院）第756号       平成24年 7月 1日
     岩医1026 岩出市宮１１７－７ 　　一般    59（後発使２）第3号         平成28年 4月 1日
     0736-62-9111  (0736-63-5033) （食）第494号             平成23年 4月 1日
     （がん疼）第53号          平成23年 4月 1日
     （がん指）第267号         平成24年 6月 1日
     （支援病３）第13号        平成27年 4月 1日
     （在医総管）第399号       平成24年 7月 1日
     （在総）第623号           平成24年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第245号         平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第3号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第6007号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76218,1027,6 いちご耳鼻咽喉科藤原〒649-6246 （高）第450号             平成27年 4月 1日
     岩医1027 クリニック 岩出市吉田３１９番地の１０ （補聴）第412号           平成27年 4月 1日
     0736-63-0701  (0736-63-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  76318,1028,4 ナカイマ整形外科クリ〒649-6256 （時間外２）第332号       平成29年 3月 1日
     岩医1028 ニック 岩出市金池３８９－１ （ニコ）第210号           平成29年 3月 1日
     0736-62-5558  (0736-63-2070) （支援診３）第296号       平成29年 3月 1日
     （在医総管）第486号       平成29年 3月 1日
     （在総）第667号           平成29年 3月 1日
     （運Ⅱ）第171号           平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76420,0047,1 塩路内科・胃腸科 〒649-1342 （時間外２）第289号       平成24年 4月 1日
     御医47 御坊市藤田町吉田天神６２１番地 （ニコ）第75号            平成19年10月 1日
     0738-22-0404  （がん指）第169号         平成22年11月 1日
     （在医総管）第83号        平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76520,0049,7 えのもと眼科 〒644-0002 （コン１）第333号         平成28年 4月 1日
     御医49 御坊市薗９５
     0738-24-0880  (0738-22-9393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76620,0050,5 日高マタニティクリニ〒644-0002 一般    
     御医50 ック 御坊市薗１２３番地１８
     0738-24-1103  (0738-24-0883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76720,0054,7 垣内耳鼻咽喉科 〒644-0002 （高）第28号              平成 6年 4月 1日
     御医54 御坊市薗２５５の２ＨＡＵＳ２５
     ５　１階
     0738-24-3387  (0738-24-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76820,0056,2 紀伊クリニック 〒644-0012 一般        18（時間外１）第67号        平成24年 4月 1日
     御医56 御坊市湯川町小松原６１５－１ （診入院）第882号         平成28年 7月 1日
     0738-24-2222  (0738-24-1735) （診入帰）第8号           平成28年 4月 1日
     （診緩診）第2号           平成24年12月 1日
     （退支）第34号            平成24年 4月 1日
     （食）第434号             平成16年 1月 1日
     （がん指）第245号         平成24年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第246号         平成24年 4月 1日
     （透析水１）第49号        平成29年 5月 1日
     （酸単）第6048号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76920,0058,8 楠山ひふ科 〒644-0002
     御医58 御坊市薗４６１
     0738-24-2220  (0738-24-2404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77020,0060,4 中島医院 〒644-0012 （ニコ）第26号            平成18年 7月 1日
     御医60 御坊市湯川町小松原３８０－１１ （支援診３）第269号       平成28年 4月 1日
     0738-22-0168  (0738-22-0112) （在医総管）第190号       平成18年 4月 1日
     （認２）第5号             平成24年 7月 1日
     （酸単）第6049号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  77120,0061,2 山羽胃腸科内科 〒644-0002 （時間外２）第38号        平成22年 4月 1日
     御医61 御坊市薗６５２－２ （ニコ）第35号            平成18年 8月 1日
     0738-22-1968  (0738-23-2203) （外後発使）第161号       平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77220,0064,6 中井こどもクリニック〒644-0002 （小検）第10号            平成20年 4月 1日
     御医64 御坊市薗４１４－１５
     0738-32-3030  (0738-32-3031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77320,0067,9 天津眼科医院 〒644-0002 一般         3（コン１）第368号         平成29年 2月 1日
     御医67 御坊市薗６１ー３
     0738-24-0120  (0738-24-0130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77420,0068,7 田中クリニック 〒644-0002 （時間外２）第153号       平成22年 4月 1日
     御医68 御坊市薗２７１ （酸単）第6050号          平成29年 4月 1日
     0738-22-8800  (0738-22-8222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77520,0069,5 天津医院 〒644-0002 一般        10（時間外１）第97号        平成24年 4月 1日
     御医69 御坊市薗３０８－７ （地包加）第186号         平成29年 4月 1日
     0738-22-5351  (0738-23-3050) （支援診３）第270号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第464号       平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第73号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第6051号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77620,0070,3 西本医院 〒644-0003 （時間外２）第312号       平成26年 4月 1日
     御医70 御坊市島１７４－１３ （地包加）第169号         平成29年 4月 1日
     0738-22-0456  (0738-23-5654) （がん疼）第6号           平成22年 4月 1日
     （ニコ）第49号            平成18年 9月 1日
     （支援診３）第271号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第54号          平成22年 7月 1日
     （肝炎）第6号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第434号       平成26年 4月 1日
     （在総）第644号           平成26年 4月 1日
     （外後発使）第160号       平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77720,0071,1 小池内科 〒644-0011 （支援診３）第272号       平成28年 4月 1日
     御医71 御坊市湯川町財部５１６－３ （がん指）第170号         平成22年11月 1日
     0738-24-2255  (0738-24-2341) （在医総管）第293号       平成20年 2月 1日
     （酸単）第6052号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77820,0072,9 むらがき心療内科クリ〒644-0003 （在医総管）第358号       平成22年 2月 1日
     御医72 ニック 御坊市島６４６－１
     0738-20-1167  (0738-20-1164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77920,0073,7 松下内科 〒644-0003 （支援診３）第243号       平成28年 4月 1日
     御医73 御坊市島１１４の６ （在医総管）第433号       平成26年 4月 1日
     0738-22-2090  (0738-22-2090) （酸単）第6053号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  78020,0074,5 しめざき眼科クリニッ〒644-0012 （コン１）第354号         平成28年 6月 1日
     御医74 ク 御坊市湯川町小松原５３１－２ （外後発使）第125号       平成28年 7月 1日
     0738-32-7800  (0738-32-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78120,0075,2 御坊なかむらクリニッ〒644-0011 （がん疼）第52号          平成23年 4月 1日
     御医75 ク 御坊市湯川町財部７１５ （ニコ）第146号           平成23年 4月 1日
     0738-52-8020  (0738-52-8021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78220,0076,0 井本内科 〒644-0003
     御医76 御坊市島２３２－８
     0738-22-2228  (0738-22-6944)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78320,0077,8 矢田耳鼻咽喉科 〒644-0011 （高）第454号             平成28年 6月 4日
     御医77 御坊市湯川町財部２４４－５ （酸単）第6054号          平成29年 4月 1日
     0738-52-5069  (0738-52-5069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  78420,1002,5 北出病院 〒644-0011 一般       131（一般入院）第897号       平成28年10月 1日
     (20,3002,9) 御坊市湯川町財部７２８－４ 療養        51（療養入院）第658号       平成28年10月 1日
     御医1002 0738-22-2188  (0738-22-2166) （診療録２）第408号       平成16年 4月 1日
     （事補２）第54号          平成24年 4月 1日
     （急性看補）第123号       平成28年 4月 1日
     （看夜配）第6号           平成28年 4月 1日
     （療）第472号             平成27年12月 1日
     （重）第466号             平成27年12月 1日
     （療養１）第28号          平成26年10月 1日
     （栄養チ）第5号           平成22年 4月 1日
     （医療安全１）第16号      平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第2号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第36号          平成25年 2月 1日
     （データ提）第35号        平成24年10月 1日
     （退支）第9号             平成24年 4月 1日
     （認ケア）第29号          平成29年 4月 1日
     （回１）第22号            平成27年12月 1日
     （地包ケア１）第33号      平成28年 2月 1日
     （食）第243号             平成 4年 9月 1日
     （糖管）第16号            平成21年 4月 1日
     （がん疼）第18号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第13号        平成27年 5月 1日
     （がん指２）第10号        平成27年 5月 1日
     （糖防管）第18号          平成27年 1月 1日
     （トリ）第4号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第147号           平成23年 4月 1日
     （開）第413号             平成26年 5月 1日
     （がん指）第53号          平成22年 7月 1日
     （肝炎）第19号            平成22年 4月 1日
     （薬）第3号               平成22年 4月 1日
     （電情）第1号             平成28年 4月 1日
     （機安１）第15号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第456号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第7号             平成20年 4月 1日
     （神経）第7号             平成20年 4月 1日
     （小検）第11号            平成20年 4月 1日
     （画２）第408号           平成24年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第306号         平成25年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第307号         平成25年 8月 1日
     （冠動Ｃ）第7号           平成24年 3月 1日
     （心臓Ｍ）第11号          平成26年 4月 1日
     （外化１）第432号         平成20年 4月 1日
     （菌）第417号             平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第80号            平成26年10月 1日
     （運Ⅰ）第111号           平成26年10月 1日
     （呼Ⅰ）第86号            平成26年10月 1日
     （がんリハ）第17号        平成26年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （透析水２）第23号        平成27年 5月 1日
     （胃瘻造）第4号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第2号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第4号           平成 8年 4月 1日
     （補管）第895号           平成29年 5月 1日
     （酸単）第6055号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78520,1003,3 整形外科北裏病院 〒644-0012 一般       100（一般入院）第577号       平成18年 4月 1日
     御医1003 御坊市湯川町小松原４５４ （看補）第615号           平成18年 4月 1日
     0738-22-3352  (0738-22-3354) （食）第242号             平成元年 8月 1日
     （薬）第455号             平成21年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第332号         平成26年10月 1日
     （運Ⅰ）第144号           平成28年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第22号          平成 9年 5月 1日
     （酸単）第6056号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78620,1004,1 博愛診療所 〒644-0023 （歯訪診）第342号         平成29年 4月 1日
     (20,3004,5) 御坊市名田町野島１－９ （補管）第669号           平成14年 6月 1日
     御医1004 0738-29-3182  (0738-29-3182) （酸単）第6057号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78720,1006,6 医療法人裕紫会　中紀〒649-1342 （時間外２）第240号       平成22年 4月 1日
     御医1006 クリニック 御坊市藤田町吉田大河原３２４番 （在血液）第2号           平成22年 4月 1日
     地の１ （透析水２）第29号        平成28年 4月 1日
     0738-22-8777  (0738-22-8790) （肢梢）第29号            平成29年 5月 1日
     （酸単）第6058号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  78820,1009,0 国保日高総合病院 〒644-0002 一般       274（外来環）第129号         平成28年10月 1日
     (20,3009,4) 御坊市薗１１６番地の２ 精神       100（一般入院）第917号       平成29年 2月 1日
     御医1009 0738-22-1111  (0738-22-7140) 一般（感染） （精神入院）第454号       平成18年 4月 1日
                  4（超急性期）第4号         平成20年 4月 1日
     （診療録１）第5号         平成26年 4月 1日
     （事補２）第96号          平成29年 6月 1日
     （急性看補）第148号       平成28年10月 1日
     （看夜配）第9号           平成28年 9月 1日
     （看配）第473号           平成28年 1月 1日
     （看補）第744号           平成28年 1月 1日
     （療）第480号             平成29年 6月 1日
     （重）第462号             平成27年 6月 1日
     （精合併加算）第6号       平成20年 6月 1日
     （医療安全１）第25号      平成21年 8月 1日
     （感染防止２）第28号      平成27年 7月 1日
     （患サポ）第11号          平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第32号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第20号        平成22年 6月 1日
     （総合評価）第28号        平成29年 3月 1日
     （データ提）第40号        平成25年10月 1日
     （退支）第88号            平成29年 6月 1日
     （精疾診）第4号           平成28年 4月 1日
     （ハイケア１）第5号       平成28年 3月 1日
     （小入４）第407号         平成20年 4月 1日
     （地包ケア１）第22号      平成27年 6月 1日
     （食）第266号             平成 3年10月 1日
     （高）第437号             平成21年 1月 1日
     （糖管）第2号             平成20年 4月 1日
     （がん疼）第22号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第15号        平成28年 5月 1日
     （がん指２）第12号        平成28年 5月 1日
     （糖防管）第15号          平成25年 3月 1日
     （小夜１）第1号           平成20年 3月 1日
     （夜）第1号               平成22年 4月 1日
     （がん計）第159号         平成28年 8月 1日
     （肝炎）第12号            平成22年 4月 1日
     （薬）第18号              平成22年 6月 1日
     （機安１）第16号          平成20年 4月 1日
     （医管）第93号            平成28年 8月 1日
     （持血測）第6号           平成26年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第36号          平成22年10月 1日
     （検Ⅰ）第457号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第8号             平成20年 4月 1日
     （コン１）第335号         平成28年 4月 1日
     （画１）第409号           平成15年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第248号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第249号         平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （冠動Ｃ）第12号          平成28年 3月 1日
     （心臓Ｍ）第13号          平成26年11月 1日
     （抗悪処方）第2号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第444号         平成22年 6月 1日
     （菌）第418号             平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第15号            平成29年 5月 1日
     （脳Ⅰ）第109号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅰ）第159号           平成29年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第118号           平成29年 5月 1日
     （集コ）第16号            平成26年12月 1日
     （歯リハ２）第22号        平成28年 8月 1日
     （精）第407号             平成16年 8月 1日
     （ショ小）第10号          平成27年 6月 1日
     （デ小）第412号           平成27年 6月 1日
     （医療保護）第2号         平成16年 4月 1日
     （透析水１）第21号        平成22年 4月 1日
     （う蝕無痛）第57号        平成28年 8月 1日
     （手術歯根）第20号        平成28年 8月 1日
     （脳刺）第406号           平成15年10月 1日
     （脊刺）第406号           平成17年 5月 1日
     （ペ）第423号             平成26年 8月 1日
     （大）第410号             平成26年 8月 1日
     （胃瘻造）第5号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第34号          平成28年 6月 1日
     （造設前）第16号          平成28年12月 1日
     （ＧＴＲ）第44号          平成28年 8月 1日
     （麻管Ⅰ）第421号         平成22年 8月 1日
     （テ組織）第401号         平成12年 4月 1日
     （補管）第885号           平成28年 8月 1日
     （酸単）第6059号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78920,1011,6 森畠医院 〒644-0025 （がん指）第286号         平成24年 6月 1日
     御医1011 御坊市塩屋町北塩屋１０８７ （在医総管）第87号        平成18年 4月 1日
     0738-23-0111  (0738-24-0567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79020,1012,4 いえなが小児科 〒644-0011 （ニコ）第90号            平成20年 7月 1日
     御医1012 御坊市湯川町財部９３７－５
     0738-23-3101  (0738-24-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79120,1013,2 深谷外科医院 〒644-0011 （時間外１）第59号        平成24年 4月 1日
     御医1013 御坊市湯川町財部６７０－１ （ニコ）第140号           平成22年11月 1日
     0738-23-1881  (0738-23-1882) （在医総管）第319号       平成20年 4月 1日
     （外後発使）第68号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6060号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  79220,1014,0 池田内科クリニック 〒644-0002 （時間外２）第282号       平成24年 4月 1日
     御医1014 御坊市薗３８１－６ （がん指）第287号         平成24年 6月 1日
     0738-24-0800  (0738-24-0602) （酸単）第6061号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79320,1015,7 医療法人すこやか会　〒644-0023 （時間外２）第18号        平成22年 4月 1日
     御医1015 おおたにクリニック 御坊市名田町野島１－７ （地包加）第141号         平成29年 4月 1日
     0738-29-2951  (0738-29-3969) （小か診）第2号           平成28年 4月 1日
     （ニコ）第222号           平成29年 6月 1日
     （在医総管）第88号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第100号       平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79420,1016,5 上田内科循環器科 〒649-1342 （ニコ）第78号            平成20年 4月 1日
     御医1016 御坊市藤田町吉田８５１－９ （がん指）第171号         平成22年11月 1日
     0738-24-1555  (0738-24-1556) （在医総管）第364号       平成22年 9月 1日
     （酸単）第6062号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79520,1017,3 おくだこどもクリニッ〒644-0012
     御医1017 ク 御坊市湯川町小松原字九原坪５５
     １番４
     0738-32-3333  (0738-24-3467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79620,1018,1 髙辻内科胃腸科 〒644-0002 （がん指）第285号         平成24年 6月 1日
     御医1018 御坊市薗４８９番地５ （在医総管）第268号       平成19年 2月 1日
     0738-24-0102  (0738-24-0107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79720,1019,9 Ｔーｃｕｂｅ　メディ〒644-0011 （時間外２）第311号       平成26年 4月 1日
     御医1019 カルクリニック 御坊市湯川町財部６４６番地の１ （地包加）第140号         平成29年 4月 1日
     １ （がん指）第340号         平成24年 9月 1日
     0738-22-6428  (0738-24-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79821,0040,4 西岡外科 〒649-1534 （時間外２）第88号        平成22年 4月 1日
     日医40 日高郡印南町印南２２７５－１６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79921,0052,9 出口産婦人科 〒645-0006 一般        12（時間外２）第291号       平成24年 4月 1日
     日医52 日高郡みなべ町北道２６ （在医総管）第89号        平成18年 4月 1日
     0739-72-2662  (0739-72-2677) （ＨＰＶ）第14号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80021,0056,0 野村小児科内科 〒645-0006 （外後発使）第41号        平成28年 4月 1日
     日医56 日高郡みなべ町北道１３９－２ （酸単）第6064号          平成29年 4月 1日
     0739-72-3997  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80121,0060,2 竹内医院 〒649-1111 （在医総管）第90号        平成18年 4月 1日
     日医60 日高郡由良町里２７４番地の１
     0738-65-0075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  80221,0067,7 山崎医院 〒649-1213 （時間外２）第305号       平成26年 4月 1日
     日医67 日高郡日高町高家４２１－４ （地包加）第189号         平成29年 4月 1日
     0738-63-3232  (0738-63-2481) （ニコ）第45号            平成18年 9月 1日
     （支援診３）第358号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第192号       平成18年 4月 1日
     （在総）第509号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80321,0070,1 川口医院 〒649-1534
     日医70 日高郡印南町印南３１４０－１～
     ３１４１
     0738-42-0030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80421,0073,5 龍神医院 〒644-0043 （時間外２）第278号       平成24年 4月 1日
     日医73 日高郡美浜町吉原２６４ （在医総管）第91号        平成18年 4月 1日
     0738-22-6686  (0738-22-6686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80521,0075,0 谷本内科小児科 〒649-1324 （がん疼）第13号          平成22年 4月 1日
     日医75 日高郡日高川町土生１６０－４ （在医総管）第92号        平成18年 4月 1日
     0738-24-2040  (0738-24-2044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80621,0076,8 島整形外科 〒649-1324
     日医76 日高郡日高川町土生１６０－４
     0738-22-0770  (0738-22-0188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80721,0081,8 玉置循環器科 〒644-0044
     日医81 日高郡美浜町和田１１３８ー１９
     ８
     0738-22-3322  (0738-22-4321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80821,0082,6 森上医院 〒645-0006 （在医総管）第447号       平成27年 5月 1日
     日医82 日高郡みなべ町北道１８２番地
     0739-72-2021  (0739-72-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80921,0084,2 みなべメンタルクリニ〒645-0004 （在医総管）第369号       平成23年 2月 1日
     日医84 ック 日高郡みなべ町埴田１５７４－１
     ９
     0739-33-7114  (0739-33-7114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81021,0085,9 とめきクリニック 〒649-1323 （時間外２）第306号       平成26年 4月 1日
     日医85 日高郡日高川町小熊２４７５－１ （地包加）第165号         平成29年 4月 1日
     0738-22-3232  (0738-22-3232) （がん指）第288号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第396号       平成24年 4月 1日
     （酸単）第6111号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  81121,0087,5 本多内科 〒645-0002 （ニコ）第213号           平成29年 5月 1日
     日医87 日高郡みなべ町芝５０３ （支援診３）第273号       平成28年 4月 1日
     0739-72-2656  (0739-72-5831) （がん指）第202号         平成23年 6月 1日
     （在医総管）第378号       平成23年 6月 1日
     （在総）第602号           平成23年 6月 1日
     （外後発使）第42号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81221,0088,3 村外科 〒645-0001 一般        11（時間外１）第33号        平成24年 4月 1日
     日医88 日高郡みなべ町東吉田２８２ 療養         8（診入院）第890号         平成29年 6月 1日
     0739-72-2522  (0739-72-3751) （診療養入院）第443号     平成24年 4月 1日
     （診療養）第410号         平成24年 3月 1日
     （退支）第35号            平成24年 4月 1日
     （食）第496号             平成24年 3月 1日
     （支援診３）第339号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第266号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第390号       平成24年 3月 1日
     （在総）第608号           平成24年 3月 1日
     （外後発使）第43号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6065号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81321,0089,1 上平医院 〒649-1534 （在医総管）第402号       平成24年 7月 2日
     日医89 日高郡印南町印南２２４５－６ （酸単）第6066号          平成29年 4月 1日
     0738-42-0274  (0738-42-0274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81421,1017,1 古田医院 〒649-1211 （時間外２）第136号       平成22年 4月 1日
     日医1017 日高郡日高町荊木５６０ （地包加）第185号         平成29年 4月 1日
     0738-63-2625  (0738-63-2445) （支援診３）第308号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第193号       平成18年 4月 1日
     （在総）第510号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81521,1018,9 大原内科 〒644-0044 （在医総管）第93号        平成18年 4月 1日
     日医1018 日高郡美浜町和田１１３８番地１ （外後発使）第38号        平成28年 4月 1日
     ０４ （１７５）第139号         平成14年 4月 1日
     0738-23-3300  (0738-23-3474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81621,1020,5 浜口医院 〒645-0002
     日医1020 日高郡みなべ町芝６６９
     0739-72-5286  (0739-72-5845)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81721,1021,3 楠山整形外科 〒649-1211 一般        19（時間外２）第99号        平成22年 4月 1日
     日医1021 日高郡日高町荊木４８番地の１ （在医総管）第321号       平成20年 4月 1日
     0738-63-3615  (0738-63-3002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81821,1025,4 医療法人　寺田医院 〒649-1111 一般        19
     日医1025 日高郡由良町里５７－２
     0738-65-0027  (0738-65-0536)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  81921,1026,2 橋本整形外科 〒644-0041 一般         3（脳Ⅲ）第41号            平成20年 4月 1日
     日医1026 日高郡美浜町田井４００－１ 療養        16（運Ⅲ）第8号             平成18年 4月 1日
     0738-22-0036  (0738-23-2263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82021,1028,8 森本医院 〒644-0041 （時間外１）第79号        平成24年 4月 1日
     日医1028 日高郡美浜町田井３１３－１ （地包加）第133号         平成29年 4月 1日
     0738-24-3333  (0738-24-3310) （がん疼）第49号          平成22年12月 1日
     （ニコ）第101号           平成21年 1月 1日
     （支援診３）第274号       平成28年 4月 1日
     （在診実１）第22号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第200号         平成23年 5月 1日
     （在医総管）第194号       平成18年 4月 1日
     （在総）第511号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82121,1029,6 ひがし内科クリニック〒645-0021 （がん指）第118号         平成22年 9月 1日
     日医1029 日高郡みなべ町東本庄５８９－１ （酸単）第6067号          平成29年 4月 1日
     0739-74-3269  (0739-74-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82221,1030,4 医療法人　村上クリニ〒644-1122 （在医総管）第94号        平成18年 4月 1日
     日医1030 ック 日高郡日高川町高津尾３８ （外後発使）第39号        平成28年 4月 1日
     0738-54-0787  (0738-54-2006) （酸単）第6112号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82321,1031,2 笹野クリニック 〒649-1522 （支援診３）第275号       平成28年 4月 1日
     日医1031 日高郡印南町古井５２１ （在医総管）第218号       平成18年 4月 1日
     0738-45-0880  (0738-45-0882) （在総）第523号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82421,1032,0 小溝クリニック 〒649-1527 （時間外２）第133号       平成22年 4月 1日
     日医1032 日高郡印南町島田１１６３－１１ （支援診３）第364号       平成29年 5月 1日
     0738-43-8000  (0738-43-8001) （在医総管）第95号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第6068号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82521,1035,3 玉置クリニック 〒649-1111 （在医総管）第322号       平成20年 4月 1日
     日医1035 日高郡由良町里３４９ー１ （外後発使）第40号        平成28年 4月 1日
     0738-65-1511  (0738-65-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82621,1037,9 博愛診療所ゆら 〒649-1121 （酸単）第6113号          平成29年 4月 1日
     日医1037 日高郡由良町吹井字吹城９１０番
     地の１
     0738-35-2520  (0738-35-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82721,1038,7 高城診療所 〒645-0204 一般         6（時間外２）第63号        平成22年 4月 1日
     日医1038 日高郡みなべ町広野２番地２
     0739-75-2005  (0739-75-2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82821,1039,5 博愛診療所みちしお 〒649-1232 （酸単）第6069号          平成29年 4月 1日
     日医1039 日高郡日高町阿尾６４６
     0738-64-8050  (0738-64-8012)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  82921,1040,3 日高川町国民健康保険〒644-1201 （がん指）第51号          平成22年 7月 1日
     日医1040 川上診療所 日高郡日高川町川原河２６４ （電情）第10号            平成28年 6月 1日
     0738-56-0396  (0738-56-7006) （在医総管）第96号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第153号       平成28年12月 1日
     （酸単）第6114号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83021,1041,1 日高川町国民健康保険〒644-1221 （電情）第8号             平成28年 6月 1日
     日医1041 寒川診療所 日高郡日高川町大字寒川２９３番
     地２
     0738-58-0012  (0738-58-0271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83121,1042,9 日高川町国民健康保険〒644-1214 （電情）第7号             平成28年 6月 1日
     日医1042 寒川診療所上初湯川出日高郡日高川町上初湯川８３
     張所 0738-56-0539  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83221,1043,7 日高川町国民健康保険〒644-1231 （電情）第9号             平成28年 6月 1日
     日医1043 寒川診療所猪谷出張所日高郡日高川町初湯川１５８７
     0738-57-0411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83322,0060,0 滝浪眼科医院 〒646-0032 （コン１）第334号         平成28年 4月 1日
     田医60 田辺市下屋敷町１３
     0739-22-0167  (0739-22-0167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83422,0073,3 高洲小児科 〒646-0032
     田医73 田辺市下屋敷町１６の１
     0739-22-8870  (0739-25-4350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83522,0083,2 納田整形外科 〒646-0021 一般        19
     田医83 田辺市あけぼの４６－１４
     0739-24-3515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83622,0091,5 平畑医院 〒646-0028
     田医91 田辺市高雄一丁目５番２号
     0739-24-8770  (0739-24-8770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83722,0095,6 野口胃腸肛門外科医院〒646-0027 一般        19（時間外１）第22号        平成24年 4月 1日
     田医95 田辺市朝日ケ丘１１番７号
     0739-24-8668  (0739-22-9299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83822,0102,0 成和脳神経内科医院 〒646-0063 一般    （時間外１）第118号       平成26年 4月 1日
     田医102 田辺市芳養松原二丁目１５番１７療養    （在医総管）第323号       平成20年 4月 1日
     号 （神経）第8号             平成20年 4月 1日
     0739-26-5366  (0739-26-5377) （外後発使）第48号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  83922,0107,9 柏井内科クリニック 〒646-0038 （がん指）第123号         平成22年 9月 1日
     田医107 田辺市末広町６ー２０ （外後発使）第110号       平成28年 6月 1日
     0739-26-4150  (0739-26-4181) （透析水２）第17号        平成26年 4月 1日
     （肢梢）第26号            平成29年 2月 1日
     （酸単）第6143号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84022,0113,7 堅田内科循環器科 〒646-0005 （がん指）第306号         平成24年 7月 1日
     田医113 田辺市秋津町１０２－１ （在医総管）第97号        平成18年 4月 1日
     0739-26-6082  (0739-26-6082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84122,0114,5 水本内科クリニック 〒646-0004 （ニコ）第1号             平成18年 4月 1日
     田医114 田辺市下万呂６７－１ （がん指）第30号          平成22年 7月 1日
     0739-25-0500  (0739-25-0525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84222,0117,8 榎本整形外科 〒646-0029
     田医117 田辺市東陽１７番１５号
     0739-23-7170  (0739-23-7177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84322,0119,4 榎本医院 〒646-0014 一般         1
     田医119 田辺市新万３４番４９号
     0739-24-1423  (0739-25-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84422,0122,8 櫻根皮フ科 〒646-0025
     田医122 田辺市神子浜１－２１－２３
     0739-26-2255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84522,0123,6 おかもと内科クリニッ〒646-0038 （がん指）第122号         平成22年 9月 1日
     田医123 ク 田辺市末広町９－８ （在医総管）第98号        平成18年 4月 1日
     0739-22-1929  (0739-22-2058) （酸単）第6144号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84622,0124,4 レディースクリニック〒646-0022 （ＨＰＶ）第25号          平成22年 6月 1日
     田医124 　ばんどう 田辺市東山２丁目２７－２６
     0739-25-0929  (0739-25-5557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84722,0126,9 野の花診療所 〒646-0215
     田医126 田辺市中三栖１８１７
     0739-34-0555  (0739-34-0555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84822,0127,7 大峰診療所 〒646-1421 （がん指）第114号         平成22年 9月 1日
     田医127 田辺市中辺路町栗栖川１５２番地
     の１
     0739-64-0203  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84922,0128,5 松尾医院 〒646-1421 （がん指）第29号          平成22年 7月 1日
     田医128 田辺市中辺路町栗栖川２７
     0739-64-1800  (0739-64-1800)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  85022,0129,3 近野診療所 〒646-1402 （時間外２）第288号       平成24年 4月 1日
     田医129 田辺市中辺路町近露１１５１－１ （地包加）第120号         平成28年 6月 1日
     0739-65-0007  (0739-65-0007) （がん疼）第25号          平成22年 4月 1日
     （がん指）第108号         平成22年 7月 1日
     （在医総管）第99号        平成18年 4月 1日
     （認２）第6号             平成24年 8月 1日
     （酸単）第6145号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85122,0131,9 ほんぐうクリニック 〒647-1731 （がん指）第27号          平成22年 7月 1日
     田医131 田辺市本宮町本宮１４７－３ （外後発使）第49号        平成28年 4月 1日
     0735-42-8880  (0735-42-8881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85222,0132,7 まちだ内科クリニック〒646-0216 （がん指）第112号         平成22年 9月 1日
     田医132 田辺市下三栖１２５７番４
     0739-33-8282  (0739-33-8283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85322,0133,5 中西内科胃腸科医院 〒646-0032 （ニコ）第29号            平成18年 7月 1日
     田医133 田辺市下屋敷町１４－２ （がん指）第26号          平成22年 7月 1日
     0739-25-2500  (0739-25-2500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85422,0137,6 坂ノ下眼科 〒646-0015 （ロー検）第3号           平成24年 4月 1日
     田医137 田辺市たきない町２１番２５号 （コン１）第366号         平成29年 2月 1日
     0739-23-3900  (0739-23-3800) （先１４０）第13号        平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85522,0138,4 栗山医院 〒647-1703 （がん指）第50号          平成22年 7月 1日
     田医138 田辺市本宮町請川５５－１８
     0735-42-0013  (0735-42-0023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85622,0140,0 ふくはらこどもクリニ〒646-0027
     田医140 ック 田辺市朝日ヶ丘１３－２４―１Ｆ
     0739-33-7711  (0739-33-7616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85722,0142,6 湊．小川クリニック 〒646-0031 （時間外１）第60号        平成24年 4月 1日
     田医142 田辺市湊２４－３７榎本ビル１Ｆ
     0739-33-7481  (0739-33-7406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85822,0144,2 赤ちゃんとこどものク〒646-0015 （時間外１）第107号       平成24年12月 1日
     田医144 リニックＢｅ 田辺市たきない町３２－６ （小か診）第5号           平成28年 4月 1日
     0739-33-7819  (0739-33-7918) （小検）第16号            平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85922,0147,5 たなべクリニック 〒646-0061 （時間外１）第124号       平成27年 8月 1日
     田医147 田辺市上の山一丁目１４番３８号 （糖管）第37号            平成27年 8月 1日
     0739-34-3100  (0739-34-3103) （在血液）第5号           平成27年 8月 1日
     （透析水２）第26号        平成27年12月 1日
     （肢梢）第23号            平成28年 8月 1日
     （酸単）第6146号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  86022,0148,3 ふじたクリニック 〒646-0005
     田医148 田辺市秋津町１５８－４
     0739-34-3034  (0739-34-3035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86122,0149,1 神島心療内科 〒646-0015
     田医149 田辺市たきない町１番８号
     0739-24-3036  (0739-24-3033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86222,1013,8 医療法人研医会　田辺〒646-0042 一般        93（一般入院）第880号       平成28年 5月 1日
     田医1013 中央病院 田辺市南新町１４７ 療養        46（診療録２）第436号       平成23年 9月 1日
     0739-24-5333  (0739-23-1114) （事補２）第51号          平成24年 4月 1日
     （急性看補）第164号       平成29年 5月 1日
     （重）第8号               昭和56年 8月 1日
     （医療安全２）第27号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第29号      平成27年 7月 1日
     （患サポ）第17号          平成24年 4月 1日
     （データ提）第50号        平成27年 1月 1日
     （退支）第78号            平成28年 7月 1日
     （認ケア）第7号           平成28年 7月 1日
     （回２）第52号            平成28年 8月 1日
     （地包ケア１）第24号      平成27年 8月 1日
     （食）第71号              昭和44年 9月 1日
     （薬）第477号             平成27年10月 1日
     （支援病３）第11号        平成26年11月 1日
     （在医総管）第436号       平成26年 6月 1日
     （検Ⅰ）第458号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第9号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第285号         平成24年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第183号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅰ）第160号           平成29年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第119号           平成29年 5月 1日
     （胃瘻造）第1号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第1号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第6147号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86322,1018,7 長嶋医院 〒646-0058 一般        19（がん指）第119号         平成22年 9月 1日
     田医1018 田辺市目良３２番３２号
     0739-24-3220  (0739-24-5366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  86422,1020,3 医療法人洗心会　玉置〒646-0036 一般        34（一般入院）第834号       平成26年10月 1日
     田医1020 病院 田辺市上屋敷二丁目５番１号 療養       122（療養入院）第576号       平成19年 7月 1日
     0739-22-6028  (0739-25-2825) （療）第431号             平成18年 9月 1日
     （療養１）第8号           平成18年 4月 1日
     （医療安全２）第28号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第33号      平成28年 1月 1日
     （後発使３）第4号         平成28年 4月 1日
     （食）第236号             昭和63年 7月 1日
     （がん疼）第60号          平成24年12月 1日
     （がん指）第377号         平成26年10月 1日
     （薬）第24号              平成 7年 8月 1日
     （機安１）第17号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第459号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第10号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第192号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第270号         平成24年 4月 1日
     （外化２）第7号           平成20年 4月 1日
     （菌）第433号             平成24年 9月 1日
     （脳Ⅲ）第86号            平成26年 7月 1日
     （運Ⅱ）第162号           平成27年12月 1日
     （呼Ⅰ）第85号            平成26年 7月 1日
     （透析水１）第23号        平成22年 4月 1日
     （酸単）第6148号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86522,1022,9 池畑医院 〒646-0031
     田医1022 田辺市湊４７番３８号
     0739-25-1217  (0739-25-1217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86622,1024,5 晒医院 〒646-0029
     田医1024 田辺市東陽２７番６号
     0739-22-0169  (0739-26-4616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86722,1027,8 山本小児科医院 〒646-0031
     田医1027 田辺市湊４７番３５号
     0739-24-7617  (0739-24-6282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86822,1032,8 なす医院 〒646-0028 （時間外１）第102号       平成24年 5月 1日
     田医1032 田辺市高雄三丁目１３番１号 （ニコ）第122号           平成22年 4月 1日
     0739-25-0025  (0739-25-0585) （がん指）第411号         平成29年 5月 1日
     （電情）第4号             平成28年 4月 1日
     （在医総管）第100号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第6149号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86922,1033,6 坂口耳鼻咽喉科医院 〒646-0021 （高）第32号              平成 6年 4月 1日
     田医1033 田辺市あけぼの４６番１２号
     0739-22-8741  (0739-26-3559)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  87022,1034,4 辻内科医院 〒646-0003 一般         2（時間外２）第323号       平成27年 7月 1日
     田医1034 田辺市中万呂１３３番地の１１ 療養         6（がん指）第25号          平成22年 7月 1日
     0739-25-3377  (0739-25-3399) （外後発使）第111号       平成28年 6月 1日
     （酸単）第6150号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87122,1035,1 楠本医院 〒646-0045 （がん指）第18号          平成22年 7月 1日
     田医1035 田辺市片町１００番地
     0739-22-3245  (0739-26-0220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87222,1036,9 広井眼科医院 〒646-0032 一般         2（コン１）第393号         平成29年 4月 1日
     田医1036 田辺市下屋敷町８７－１ （外後発使）第45号        平成28年 4月 1日
     0739-22-0616  (0739-25-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87322,1038,5 山西内科胃腸科眼科医〒646-0031 （がん指）第117号         平成22年 9月 1日
     田医1038 院 田辺市湊１４番３１号 （コン１）第336号         平成28年 4月 1日
     0739-22-1161  (0739-22-0249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87422,1040,1 医療法人　玉置医院 〒646-0063 （がん指）第24号          平成22年 7月 1日
     田医1040 田辺市芳養松原一丁目１３番８号 （在医総管）第101号       平成18年 4月 1日
     0739-22-2372  (0739-22-6837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87522,1041,9 うえはら小児科 〒646-0027
     田医1041 田辺市朝日ケ丘１６－３２
     0739-26-6000  (0739-26-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87622,1042,7 外科内科辻医院 〒646-0036 一般        16（時間外１）第65号        平成24年 4月 1日
     田医1042 田辺市上屋敷三丁目１１－１４ 療養         3（診入院）第844号         平成26年 4月 1日
     0739-22-0534  (0739-22-0538) （診療養入院）第445号     平成24年 4月 1日
     （診緩診）第1号           平成24年 4月 1日
     （後発使２）第1号         平成28年 4月 1日
     （がん疼）第24号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第42号            平成18年 8月 1日
     （支援診３）第354号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第49号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第102号       平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第334号         平成26年11月 1日
     （外後発使）第69号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6151号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87722,1043,5 竹村医院 〒646-0022 （支援診３）第303号       平成29年 4月 1日
     田医1043 田辺市東山１丁目３番８号 （在診実１）第2号         平成26年 4月 1日
     0739-26-6700  (0739-26-7444) （がん指）第23号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第195号       平成18年 4月 1日
     （在総）第512号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第250号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第6152号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  87822,1044,3 田辺広域休日急患診療〒646-0028
     (22,3044,7) 所 田辺市高雄一丁目２３番１号
     田医1044 0739-26-4909  (0739-26-4915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87922,1046,8 神島クリニック 〒646-0015 （１７５）第415号         平成14年 4月 1日
     田医1046 田辺市たきない町６－１１ （酸単）第6153号          平成29年 4月 1日
     0739-26-5400  (0739-26-5777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88022,1048,4 南紀新庄クリニック 〒646-0011 （時間外２）第314号       平成26年 6月 1日
     田医1048 田辺市新庄町２１７３番地の１ （地包加）第171号         平成29年 4月 1日
     0739-22-1866  (0739-22-1876) （糖管）第18号            平成21年 5月 1日
     （透析水１）第15号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第20号            平成28年 7月 1日
     （酸単）第6154号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88122,1049,2 山本眼科 〒646-0028 （コン１）第363号         平成29年 1月 1日
     田医1049 田辺市高雄一丁目１２番２５号
     0739-22-0881  (0739-26-3997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88222,1050,0 線崎泌尿器科医院 〒646-0023 （時間外２）第290号       平成24年 4月 1日
     田医1050 田辺市文里１丁目２０－２５
     0739-26-5000  (0739-26-5840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88322,1053,4 西川医院 〒646-0028 （ニコ）第128号           平成22年 9月 1日
     田医1053 田辺市高雄一丁目２２番２０号 （がん指）第120号         平成22年 9月 1日
     0739-22-1483  (0739-26-3988) （在医総管）第103号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88422,1054,2 杉本胃腸科外科 〒646-0003 （がん指）第20号          平成22年 7月 1日
     田医1054 田辺市中万呂６２番地の６ （酸単）第6155号          平成29年 4月 1日
     0739-26-1133  (0739-26-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88522,1056,7 医療法人　大嶋内科医〒645-0301
     田医1056 院 田辺市龍神村福井１２４７番地
     0739-77-0029  (0739-77-0574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88622,1057,5 鮎川診療所 〒646-1101 （時間外２）第244号       平成22年 4月 1日
     田医1057 田辺市鮎川５８３番地の３ （ニコ）第73号            平成19年 8月 1日
     0739-48-0031  (0739-48-1005) （支援診３）第306号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第172号         平成22年11月 1日
     （在医総管）第299号       平成20年 3月 1日
     （在総）第582号           平成21年 5月 1日
     （酸単）第6156号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88722,1058,3 さとう眼科本宮分院 〒647-1731 （時間外２）第164号       平成22年 4月 1日
     田医1058 田辺市本宮町本宮９２１－２うら （コン１）第351号         平成28年 6月 1日
     ら館内
     0735-42-8100  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  88822,1061,7 田辺市龍神中央診療所〒645-0415 （がん指）第180号         平成23年 1月 1日
     田医1061 田辺市龍神村西３４０ （外後発使）第167号       平成29年 5月 1日
     0739-78-0009  (0739-78-0788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88922,1062,5 田辺市龍神湯ノ又診療〒645-0524
     田医1062 所 田辺市龍神村湯ノ又５４４
     0739-79-0372  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89022,1063,3 田辺市大塔富里診療所〒646-1213 （ニコ）第60号            平成19年 1月 1日
     田医1063 田辺市下川下９３０ （がん指）第22号          平成22年 7月 1日
     0739-63-0002  (0739-63-0647) （外後発使）第46号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6157号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89122,1064,1 田辺市大塔三川診療所〒646-1338 （ニコ）第59号            平成19年 1月 1日
     田医1064 田辺市合川６７８－３ （がん指）第21号          平成22年 7月 1日
     0739-62-0008  （外後発使）第47号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第6158号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89222,1065,8 田辺市本宮さくら診療〒647-1731 （時間外２）第297号       平成24年 7月 1日
     田医1065 所 田辺市本宮町本宮９２１番地の２ （ニコ）第62号            平成19年 1月 1日
     0735-42-8101  (0735-42-8102) （支援診３）第350号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第181号         平成23年 1月 1日
     （在医総管）第353号       平成21年11月 1日
     （在総）第609号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第6159号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89322,1068,2 田辺市国民健康保険上〒646-0101 （１７５）第478号         平成17年 5月 1日
     田医1068 芳養診療所 田辺市上芳養３０７２
     0739-37-0141  (0739-37-0141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89422,1070,8 田辺市国民健康保険中〒646-0057 （１７５）第477号         平成17年 5月 1日
     田医1070 芳養診療所 田辺市中芳養１８０８－１
     0739-22-3828  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89522,1071,6 田辺市国民健康保険秋〒646-0102 （１７５）第479号         平成17年 5月 1日
     田医1071 津川診療所 田辺市秋津川６８８
     0739-36-0008  (0739-36-0008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89622,1072,4 田辺市国民健康保険長〒646-0213 （１７５）第476号         平成17年 5月 1日
     田医1072 野診療所 田辺市長野１１４６－２
     0739-34-0123  (0739-33-0833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89722,1074,0 真寿苑クリニック 〒646-0012 療養        19（診療養入院）第449号     平成24年 4月 1日
     田医1074 田辺市神島台４番１号 （診療養）第408号         平成19年 5月 1日
     0739-81-2212  (0739-81-2213) （在医総管）第324号       平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  89822,1076,5 榎本産婦人科 〒646-0031 一般        12（時間外１）第105号       平成24年 6月 1日
     田医1076 田辺市湊８－２６ （診入院）第831号         平成26年 4月 1日
     0739-22-0019  (0739-22-0519) （ハイ妊娠）第33号        平成21年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第26号          平成22年 6月 1日
     （酸単）第6161号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89922,1078,1 串医院 〒646-0035 （時間外２）第66号        平成22年 4月 1日
     田医1078 田辺市中屋敷町６８－１ （ニコ）第83号            平成20年 4月 1日
     0739-22-5017  (0739-22-5177) （がん指）第121号         平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90022,1079,9 たかの耳鼻咽喉科・ア〒646-0015 （高）第436号             平成20年 9月 1日
     田医1079 レルギー科 田辺市たきない町２０番１０号
     0739-23-3341  (0739-23-3340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90122,1081,5 小幡医院 〒646-0031
     田医1081 田辺市湊４６－１７
     0739-22-0054  (0739-33-7500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90222,1082,3 乾耳鼻咽喉科医院 〒646-0036 （時間外２）第325号       平成27年 9月 1日
     田医1082 田辺市上屋敷一丁目９－５ （高）第452号             平成27年 9月 1日
     0739-22-4488  (0739-22-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90322,1083,1 えのもと内科クリニッ〒646-0015 （がん指）第395号         平成27年10月 1日
     田医1083 ク 田辺市たきない町２番１号 （電情）第6号             平成28年 5月 1日
     0739-81-1532  (0739-81-1531) （酸単）第6160号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90422,1084,9 池田整形外科 〒646-0062
     田医1084 田辺市明洋一丁目１９番１９号
     0739-26-3199  (0739-26-3191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90522,1085,6 まろクリニック 〒646-0004 （糖管）第41号            平成28年11月 1日
     田医1085 田辺市下万呂３９３番地５ （Ｃ・Ｍ）第361号         平成28年11月 1日
     0739-81-1200  (0739-81-1201) （透析水２）第32号        平成28年11月 1日
     （肢梢）第25号            平成28年11月 1日
     （酸単）第6162号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90622,1086,4 医療法人　うえだ内科〒646-0014 （ニコ）第221号           平成29年 5月 1日
     田医1086 外科クリニック 田辺市新万２８－２７ （支援診３）第293号       平成29年 2月 1日
     0739-23-2700  (0739-23-2701) （在医総管）第484号       平成29年 2月 1日
     （在総）第666号           平成29年 2月 1日
     （酸単）第6163号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90722,1087,2 長嶋雄一クリニック 〒646-0216
     田医1087 田辺市下三栖岩屋谷１４８３番地
     の１５
     0739-81-1133  (0739-81-1135)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  90823,0052,5 中瀬古整形外科医院 〒647-0004 一般        13（１７５）第452号         平成14年 4月 1日
     新医52 新宮市大橋通り４丁目１の９ 療養         6
     0735-22-7828  (0735-22-3003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90923,0070,7 浜野皮膚泌尿器科 〒647-0045
     新医70 新宮市井の沢１番２８号
     0735-22-0878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91023,0071,5 味八木胃腸科外科 〒647-0044 一般        17（時間外１）第11号        平成24年 4月 1日
     新医71 新宮市神倉４丁目６番４０号
     0735-21-5610  (0735-21-5610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91123,0072,3 木下外科医院 〒647-0052 一般        19（診入院）第794号         平成24年 4月 1日
     新医72 新宮市橋本一丁目３番５号 （がん指）第209号         平成23年10月 1日
     0735-23-1122  (0735-23-1445) （酸単）第6203号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91223,0084,8 山口整形外科 〒647-0072 （外後発使）第70号        平成28年 4月 1日
     新医84 新宮市蜂伏３番２７号 （運Ⅲ）第58号            平成29年 1月 1日
     0735-31-8052  (073-531-8053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91323,0101,0 谷地内科医院 〒647-0081 （がん指）第48号          平成22年 7月 1日
     新医101 新宮市新宮字馬町５５４番地－１ （酸単）第6117号          平成29年 4月 1日
     大橋通りＴビル１Ｆ
     0735-23-3088  (0735-29-3888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91423,0103,6 いずみウィメンズクリ〒647-0033 一般         8（時間外２）第247号       平成22年 4月 1日
     新医103 ニック 新宮市清水元１丁目６－３３ （診入院）第796号         平成24年 4月 1日
     0735-21-0311  （ハイ妊娠）第43号        平成24年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第2号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第6118号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91523,0104,4 すずきこどもクリニッ〒647-0042 （時間外２）第251号       平成22年 5月 1日
     新医104 ク 新宮市下田２丁目３－２ （小か診）第1号           平成28年 4月 1日
     0735-28-0111  (0735-29-7605) （支援診３）第277号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第459号       平成28年 2月 1日
     （在総）第660号           平成28年 2月 1日
     （検Ⅰ）第477号           平成22年 8月 1日
     （酸単）第6119号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91623,0106,9 土山医院 〒647-0021
     新医106 新宮市池田３－２－１５
     0735-21-6175  (0735-21-6175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91723,0107,7 真砂小児科 〒647-0081 （酸単）第6120号          平成29年 4月 1日
     新医107 新宮市新宮７６８４番地の９１
     0735-29-7313  (0735-29-7305)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  91823,0108,5 みね内科クリニック 〒647-0045 （ニコ）第189号           平成27年 4月 1日
     新医108 新宮市井の沢６－３４ （がん指）第389号         平成27年 4月 1日
     0735-22-5551  (0735-22-5561) （酸単）第6121号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91923,0109,3 矢島医院 〒647-0007 （時間外１）第123号       平成27年 3月 1日
     新医109 新宮市別当屋敷町６－８ （ＨＰＶ）第80号          平成27年 3月 1日
     0735-22-2337  (0735-21-1480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92023,0110,1 新谷クリニック 〒647-0052 （時間外２）第320号       平成27年 4月 1日
     新医110 新宮市橋本二丁目５－５４ （Ｃ・Ｍ）第336号         平成27年 4月 1日
     0735-23-2226  (0735-23-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92123,0111,9 橋本クリニック 〒647-0016 （時間外１）第129号       平成28年 4月 1日
     新医111 新宮市谷王子町２番地４ （ニコ）第199号           平成27年11月 1日
     0735-29-7329  （支援診３）第276号       平成28年 4月 1日
     （在診実２）第4号         平成28年 9月 1日
     （在医総管）第454号       平成27年10月 1日
     （在総）第662号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92223,0112,7 いのき眼科クリニック〒647-0041 （コン１）第356号         平成28年 7月 1日
     新医112 新宮市野田８番４９号
     0735-22-8349  (0735-22-8350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92323,1000,3 一般財団法人　新宮病〒647-0018 一般        51（療養入院）第635号       平成27年 4月 1日
     新医1000 院 新宮市仲之町二丁目１番地の１５療養        33（障害入院）第440号       平成28年 8月 1日
     0735-22-5137  (0735-21-2137) （特施）第431号           平成28年 8月 1日
     （療養改１）第13号        平成27年 4月 1日
     （食）第498号             平成24年 4月 1日
     （薬）第472号             平成27年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第157号           平成27年 5月 1日
     （運Ⅰ）第128号           平成27年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第98号            平成27年 5月 1日
     （酸単）第6122号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92423,1006,0 医療法人両茂会　岩﨑〒647-0061 精神       157（精神入院）第480号       平成27年 4月 1日
     新医1006 病院 新宮市三輪崎１３８４ （看補）第750号           平成28年 9月 1日
     0735-31-7153  (0735-31-5655) （精療）第436号           平成27年 4月 1日
     （食）第131号             昭和54年 5月 1日
     （精）第403号             平成15年 8月 1日
     （ショ小）第9号           平成26年11月 1日
     （酸単）第6123号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  92523,1012,8 医療法人　米良医院 〒647-0021 （時間外２）第50号        平成22年 4月 1日
     新医1012 新宮市池田三丁目２番１号 （地包加）第122号         平成28年 6月 1日
     0735-22-2710  (0735-22-8582) （支援診３）第344号       平成29年 4月 1日
     （在診実２）第7号         平成29年 5月 1日
     （がん指）第42号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第198号       平成18年 4月 1日
     （在総）第514号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第337号         平成27年 4月 1日
     （外後発使）第135号       平成28年 8月 1日
     （酸単）第6124号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92623,1014,4 医療法人　米良外科整〒647-0012 （外後発使）第50号        平成28年 4月 1日
     新医1014 形外科クリニック 新宮市伊佐田町２丁目１番地の２
     0735-21-7878  (0735-21-7546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92723,1015,1 要外科内科医院 〒647-0045 一般        19（時間外２）第281号       平成24年 4月 1日
     新医1015 新宮市井の沢９－１０ （診入院）第889号         平成29年 6月 1日
     0735-22-5191  (0735-22-3459) （がん指）第388号         平成27年 4月 1日
     （肝炎）第24号            平成22年 4月 1日
     （在医総管）第228号       平成18年 4月 1日
     （在総）第527号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第281号         平成24年 4月 1日
     （透析水１）第12号        平成22年 4月 1日
     （酸単）第6172号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92823,1016,9 医療法人　坂下小児科〒647-0081 （１７５）第274号         平成14年 4月 1日
     新医1016 新宮市新宮４６０５番地の４
     0735-22-0115  (0735-22-0115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92923,1017,7 湊口医院 〒647-0061 （時間外１）第55号        平成24年 4月 1日
     新医1017 新宮市三輪崎二丁目１３番５１号 （地包加）第123号         平成28年 7月 1日
     0735-31-6660  (0735-31-7588) （ニコ）第224号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第278号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第45号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第248号       平成18年 6月 1日
     （在総）第540号           平成18年 6月 1日
     （酸単）第6205号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93023,1021,9 いわさきメンタルヘル〒647-0081
     新医1021 スクリニック 新宮市新宮７６８４ー２７
     0735-31-7153  (0735-31-5655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93123,1022,7 医療法人　井畑医院 〒647-0061 （時間外２）第22号        平成22年 4月 1日
     新医1022 新宮市三輪崎２丁目３－２１
     0735-31-7029  (0735-31-8574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  93223,1024,3 湊口内科クリニック 〒647-0042 （時間外１）第71号        平成24年 4月 1日
     新医1024 新宮市下田１丁目１－１３ （地包加）第121号         平成28年 6月 1日
     0735-21-3710  (0735-21-5532) （ニコ）第43号            平成18年 8月 1日
     （支援診３）第360号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第44号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第197号       平成18年 4月 1日
     （在総）第543号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93323,1028,4 さとう眼科 〒647-0045 （時間外２）第196号       平成22年 4月 1日
     新医1028 新宮市井の沢１２－６ （コン１）第352号         平成28年 6月 1日
     0735-28-0310  (0735-28-0311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93423,1033,4 新宮市国保直営熊野川〒647-1201
     新医1033 診療所附属小口診療所新宮市熊野川町上長井４３５番地
     0735-44-0314  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93523,1035,9 川堀耳鼻咽喉科 〒647-0043 （高）第427号             平成18年 1月 1日
     新医1035 新宮市緑ケ丘二丁目２番５６号
     0735-23-9230  (0735-23-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93623,1036,7 新宮市国保直営熊野川〒647-1231
     新医1036 診療所附属玉置口診療新宮市熊野川町玉置口１５０番地
     所 0735-44-0398  (0735-44-0315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93723,1037,5 くさち耳鼻咽喉科医院〒647-0045 （高）第433号             平成19年 8月 1日
     新医1037 新宮市井の沢３番５号
     0735-21-1187  (0735-21-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93823,1038,3 玉置整形外科医院 〒647-0043 一般        19（時間外１）第63号        平成24年 4月 1日
     新医1038 新宮市緑ケ丘２丁目３番１１号 （診入院）第888号         平成29年 3月 1日
     0735-22-6172  (0735-22-6173) （運Ⅱ）第93号            平成19年 3月 1日
     （酸単）第6176号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93923,1039,1 医療法人　淳風会　熊〒647-0043 （時間外２）第192号       平成22年 4月 1日
     新医1039 野路クリニック 新宮市緑ケ丘２丁目１番２０号 （透析水２）第24号        平成27年11月 1日
     0735-21-2110  (0735-23-0380) （酸単）第6173号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94023,1042,5 医療法人　笹屋内科外〒647-0043 （がん指）第46号          平成22年 7月 1日
     新医1042 科 新宮市緑ケ丘３丁目１番１号 （Ｃ・Ｍ）第178号         平成24年 4月 1日
     0735-21-2917  (0735-21-2916) （酸単）第6174号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94123,1044,1 新宮市国民健康保険直〒647-1211
     新医1044 営熊野川診療所 新宮市熊野川町日足３２２番地
     0735-44-0314  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  94223,1045,8 ましょうクリニック 〒647-0071 （時間外１）第114号       平成26年 4月 1日
     新医1045 新宮市佐野１０８５－１４ （糖管）第34号            平成26年 4月 1日
     0735-29-7800  (0735-29-7801) （機安１）第32号          平成26年 4月 1日
     （透析水２）第16号        平成26年 4月 1日
     （肢梢）第5号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第6175号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94324,0066,3 吉田診療所 〒649-2105 （がん指）第115号         平成22年 9月 1日
     西医66 西牟婁郡上富田町朝来６１６
     0739-47-0463  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94424,0080,4 冨永医院 〒649-2621
     西医80 西牟婁郡すさみ町周参見３９１０
     の５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94524,0122,4 吉田医院 〒649-2105
     西医122 西牟婁郡上富田町朝来２２１ー２
     0739-47-0063  (0739-47-0063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94624,0125,7 白浜メンタルクリニッ〒649-2211
     西医125 ク 西牟婁郡白浜町１０８１－６
     0739-42-5585  (0739-42-5585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94724,0126,5 真貴診療所 〒649-2201 （ニコ）第141号           平成22年12月 1日
     西医126 西牟婁郡白浜町堅田字細野２７９ （がん指）第36号          平成22年 7月 1日
     ２－１ （外後発使）第52号        平成28年 4月 1日
     0739-43-0003  (0739-43-0555) （酸単）第6131号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94824,0127,3 中北クリニック 〒649-2105 （がん指）第409号         平成28年12月 1日
     西医127 西牟婁郡上富田町朝来９５－１ （在医総管）第386号       平成23年10月 1日
     0739-83-3600  (0739-83-3601) （Ｃ・Ｍ）第282号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第6070号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94924,0128,1 線崎外科胃腸科クリニ〒649-2102 （がん疼）第83号          平成28年12月 1日
     西医128 ック 西牟婁郡上富田町岩田１９０３－ （がん指）第406号         平成28年 8月 1日
     ３ （在医総管）第425号       平成25年10月16日
     0739-47-3333  (0739-47-0003) （Ｃ・Ｍ）第309号         平成25年10月16日
     （酸単）第6207号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95024,0129,9 白浜さかた診療所 〒649-2211 （外後発使）第53号        平成28年 4月 1日
     西医129 西牟婁郡白浜町３７１５－４８
     0739-34-2812  (0739-34-2813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95124,0130,7 丸笹外科内科 〒649-2511
     西医130 西牟婁郡白浜町日置９８１
     0739-52-3636  (0739-52-3970)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  95224,1027,4 南紀医療福祉センター〒649-2102 一般        64（障害入院）第433号       平成24年 4月 1日
     (24,3027,8) 西牟婁郡上富田町岩田１７７６－ （特施）第417号           平成20年10月 1日
     西医1027 １ （療）第430号             平成18年 7月 1日
     0739-47-2175  (0739-47-2176) （食）第57号              昭和44年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第349号         平成28年 2月 1日
     （脳Ⅰ）第72号            平成25年10月 1日
     （運Ⅱ）第137号           平成25年10月 1日
     （障）第8号               平成25年10月 1日
     （酸単）第6130号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95324,1036,5 国保すさみ病院 〒649-2621 一般        48（一般入院）第909号       平成28年10月 1日
     西医1036 西牟婁郡すさみ町周参見２３８０療養        24（療養入院）第663号       平成28年10月 1日
     0739-55-2065  (0739-55-2225) （食）第489号             平成20年10月 1日
     （ニコ）第30号            平成18年 7月 1日
     （がん指）第248号         平成24年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第311号         平成25年11月 1日
     （脳Ⅲ）第95号            平成27年 6月 1日
     （運Ⅲ）第55号            平成27年 6月 1日
     （呼Ⅱ）第31号            平成27年 6月 1日
     （リン複）第1号           平成28年 7月 1日
     （ペ）第416号             平成18年 6月 1日
     （胃瘻造）第19号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第10号        平成26年 4月 1日
     （酸単）第6177号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95424,1040,7 牟婁あゆみ園医務室 〒649-2102 一般         2
     西医1040 西牟婁郡上富田町岩田２４５７番
     地の１
     0739-47-3551  (0739-47-3142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95524,1041,5 佐本診療所 〒649-3162
     西医1041 西牟婁郡すさみ町佐本追川２２８
     番地
     0739-57-0012  (0739-57-0012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95624,1044,9 はまゆう園診療所 〒649-2621 （酸単）第6178号          平成29年 4月 1日
     西医1044 西牟婁郡すさみ町周参見２３６２
     －１番地
     0739-55-3484  (0739-55-3313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95724,1048,0 中井・丸岡医院 〒649-2105 （がん疼）第4号           平成22年 4月 1日
     西医1048 西牟婁郡上富田町朝来１３３８番 （ニコ）第31号            平成18年 7月 1日
     地の３ （がん指）第39号          平成22年 7月 1日
     0739-47-0150  (0739-47-0150) （在医総管）第432号       平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  95824,1053,0 大鎌診療所 〒649-3151
     西医1053 西牟婁郡すさみ町大鎌２３７番地
     0739-57-0031  (0739-57-0031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95924,1056,3 大附診療所 〒649-2602
     西医1056 西牟婁郡すさみ町大附２５４番地
     の２
     0739-56-0015  (0739-56-0015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  96024,1058,9 白浜はまゆう病院 〒649-2211 一般        82（一般入院）第899号       平成28年10月 1日
     西医1058 西牟婁郡白浜町１４４７ 療養       176（療養入院）第642号       平成27年10月 1日
     0739-43-6200  (0739-43-7891) （診療録１）第3号         平成26年 4月 1日
     （事補２）第93号          平成28年11月 1日
     （急性看補）第156号       平成28年11月 1日
     （療）第453号             平成26年 1月 1日
     （重）第453号             平成26年 1月 1日
     （療養１）第32号          平成27年 1月 1日
     （栄養チ）第9号           平成22年 7月 1日
     （医療安全２）第30号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第19号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第12号          平成24年 4月 1日
     （データ提）第28号        平成24年10月 1日
     （退支）第36号            平成24年 4月 1日
     （認ケア）第12号          平成28年 8月 1日
     （回１）第21号            平成27年10月 1日
     （地包ケア１）第28号      平成27年10月 1日
     （食）第317号             平成11年 4月 1日
     （ニコ）第143号           平成23年 3月 1日
     （開）第412号             平成26年 1月 1日
     （がん指）第314号         平成24年 8月 1日
     （肝炎）第10号            平成22年 4月 1日
     （薬）第471号             平成26年 1月 1日
     （機安１）第34号          平成28年10月 1日
     （ＨＰＶ）第63号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第460号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第11号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第5号             平成24年 4月 1日
     （神経）第9号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第252号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第316号         平成26年 1月 1日
     （抗悪処方）第4号         平成22年 4月 1日
     （外化２）第19号          平成27年 3月 1日
     （脳Ⅰ）第105号           平成28年 5月 1日
     （運Ⅰ）第150号           平成28年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第82号            平成26年 9月 1日
     （ペ）第13号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第6号           平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第411号         平成18年 2月 1日
     （酸単）第6128号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96124,1062,1 船附診療所 〒649-2325 （Ｃ・Ｍ）第186号         平成24年 4月 1日
     西医1062 西牟婁郡白浜町富田１３６０番地 （脳Ⅲ）第46号            平成20年 4月 1日
     の２０ （運Ⅱ）第24号            平成18年 4月 1日
     0739-45-3636  (0739-45-3601) （酸単）第6129号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  96224,1064,7 植山整形外科 〒649-2105
     西医1064 西牟婁郡上富田町朝来７８６番地
     の３
     0739-47-5500  (0739-47-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96324,1067,0 三谷医院 〒649-2211 （時間外１）第84号        平成24年 4月 1日
     西医1067 西牟婁郡白浜町１４００ （地包加）第149号         平成29年 4月 1日
     0739-42-3606  (0739-43-5832) （ニコ）第57号            平成18年11月 1日
     （がん指）第38号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第105号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第6125号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96424,1069,6 西富田クリニック 〒649-2334 （時間外２）第236号       平成22年 4月 1日
     西医1069 西牟婁郡白浜町才野１ （支援診３）第310号       平成29年 4月 1日
     0739-45-3600  (0739-45-3678) （がん指）第35号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第106号       平成18年 4月 1日
     （在総）第570号           平成20年 2月 1日
     （脳Ⅲ）第47号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅲ）第9号             平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96524,1072,0 森山医院 〒649-2332 （在医総管）第107号       平成18年 4月 1日
     西医1072 西牟婁郡白浜町栄６８９ー１
     0739-45-2002  (0739-45-2688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96624,1074,6 國正医院 〒649-3142 （時間外２）第206号       平成22年 4月 1日
     西医1074 西牟婁郡すさみ町江住９４１ー１ （支援診３）第288号       平成28年10月 1日
     ０ （がん指）第312号         平成24年 8月 1日
     0739-58-0048  (0739-58-0466) （在医総管）第481号       平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96724,1076,1 クリニック大古 〒649-2521 （在医総管）第471号       平成28年 5月 1日
     西医1076 西牟婁郡白浜町大古１１番地２ （酸単）第6165号          平成29年 4月 1日
     0739-87-2400  (0739-87-2401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96824,1078,7 けんゆうえすみ診療所〒649-3142 （透析水１）第6号         平成22年 4月 1日
     西医1078 西牟婁郡すさみ町江住上ミ平見８ （酸単）第6179号          平成29年 4月 1日
     ００番地
     0739-58-0500  (0739-58-0553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96924,1080,3 上富田クリニック 〒649-2105 （糖管）第23号            平成22年 4月 1日
     西医1080 西牟婁郡上富田町朝来１４０７－ （ニコ）第110号           平成21年10月 1日
     １ （コン１）第337号         平成28年 4月 1日
     0739-47-1100  (0739-47-1208) （Ｃ・Ｍ）第333号         平成26年10月 1日
     （透析水２）第19号        平成26年 6月 1日
     （肢梢）第11号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第6126号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  97024,1082,9 医療法人宝山会　白浜〒649-2211 一般        23（一般入院）第569号       平成18年 4月 1日
     西医1082 小南病院 西牟婁郡白浜町小ヶ浦３２２０－療養       177（療養入院）第668号       平成28年10月 1日
     ９ （療養２）第434号         平成17年 5月 1日
     0739-82-1200  (0739-82-1201) （食）第439号             平成16年 8月 1日
     （脳Ⅲ）第93号            平成27年 5月 1日
     （運Ⅱ）第134号           平成24年11月 1日
     （酸単）第6127号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97124,1085,2 白浜町国民健康保険直〒649-2511 （時間外２）第235号       平成22年 4月 1日
     西医1085 営日置診療所 西牟婁郡白浜町日置２０６－１ （支援診３）第312号       平成29年 4月 1日
     0739-52-2002  (0739-52-4192) （がん指）第174号         平成22年11月 1日
     （在医総管）第300号       平成20年 3月 1日
     （在総）第583号           平成21年 5月 1日
     （酸単）第6164号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97224,1087,8 白浜町国民健康保険直〒649-2532 （時間外２）第237号       平成22年 4月 1日
     西医1087 営三舞診療所 西牟婁郡白浜町安居３番地 （酸単）第6166号          平成29年 4月 1日
     0739-53-0001  (0739-53-0001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97324,1088,6 椿診療所 〒649-2326
     西医1088 西牟婁郡白浜町椿３３番地
     0739-46-0250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97424,1089,4 愛の園診療所 〒649-2103 （酸単）第6071号          平成29年 4月 1日
     西医1089 西牟婁郡上富田町生馬３１６番地
     の５６
     0739-47-1234  (0739-47-4329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97524,1101,7 白浜町国民健康保険直〒646-0301 （時間外２）第242号       平成22年 4月 1日
     西医1101 営川添診療所 西牟婁郡白浜町市鹿野１１０３番 （支援診３）第318号       平成29年 4月 1日
     地 （がん指）第32号          平成22年 7月 1日
     0739-54-0037  (0739-54-0037) （在医総管）第325号       平成20年 4月 1日
     （酸単）第6167号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97624,1104,1 クリニックわろうだ 〒649-2106
     西医1104 西牟婁郡上富田町南紀の台５４番
     １０号
     0739-33-7555  (0739-33-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97725,0065,2 湯川温泉診療所 〒649-5338 一般    
     東医65 東牟婁郡那智勝浦町二河７１
     0735-52-1050  (0735-52-1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97825,0082,7 清水内科クリニック 〒649-5142 （在医総管）第252号       平成18年 7月 1日
     東医82 東牟婁郡那智勝浦町下里８００－ （酸単）第6182号          平成29年 4月 1日
     ２
     0735-58-8051  (0735-58-8067)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  97925,0083,5 坂野医院 〒649-5171 一般        13（時間外２）第175号       平成22年 4月 1日
     東医83 東牟婁郡太地町太地３０５５ 療養         6（支援診３）第294号       平成29年 2月 1日
     0735-59-2063  (0735-59-2175) （がん指）第205号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第233号       平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第339号         平成27年 5月 1日
     （酸単）第6181号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98025,0084,3 弓場皮膚科 〒649-5331
     東医84 東牟婁郡那智勝浦町天満１６０７
     －２
     0735-52-0208  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98125,0085,0 宮本医院 〒649-5331 （時間外２）第131号       平成22年 4月 1日
     東医85 東牟婁郡那智勝浦町天満２８３ （小か診）第3号           平成28年 4月 1日
     0735-52-0010  (0735-52-6495) （支援診３）第351号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第206号         平成23年 9月 1日
     （肝炎）第7号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第220号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第115号       平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98225,0087,6 榎本クリニック 〒649-4122 （がん指）第371号         平成26年 9月 1日
     東医87 東牟婁郡串本町西向１２２－３ （外後発使）第54号        平成28年 4月 1日
     0735-72-3530  (0735-72-3520) （酸単）第6183号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98325,0089,2 鎌田医院 〒649-3502 （がん指）第11号          平成22年 7月 1日
     東医89 東牟婁郡串本町潮岬３１４３番地
     0735-62-2526  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98425,0100,7 鎌田医院田並診療所 〒649-3515
     東医100 東牟婁郡串本町田並１１３４番地
     0735-66-0413  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98525,0101,5 稲生医院 〒649-3503 （がん指）第130号         平成22年10月 1日
     東医101 東牟婁郡串本町串本１７３５ー５
     ２
     0735-62-3811  (0735-62-3810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98625,0104,9 髙橋ファミリークリニ〒649-5331 （がん指）第412号         平成29年 6月 1日
     東医104 ック 東牟婁郡那智勝浦町天満８００ （Ｃ・Ｍ）第364号         平成29年 1月 1日
     0735-29-7385  (0735-29-7386) （酸単）第6184号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98725,0105,6 こしみちクリニック 〒649-3511 （Ｃ・Ｍ）第368号         平成29年 4月 1日
     東医105 東牟婁郡串本町鬮野川１３５６－ （脳Ⅲ）第109号           平成29年 4月 1日
     ４ （運Ⅱ）第170号           平成29年 4月 1日
     0735-67-7785  (0735-67-7786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  98825,1005,7 古座川町国民健康保険〒649-4562
     東医1005 七川診療所 東牟婁郡古座川町下露３７６
     0735-77-0232  (0735-77-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98925,1014,9 那智勝浦町色川診療所〒649-5300
     東医1014 東牟婁郡那智勝浦町大字色川１３
     ８７の１
     0735-56-0105  (0735-56-0105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99025,1022,2 医療法人木下医院 〒649-5332 一般        19（時間外１）第80号        平成24年 4月 1日
     東医1022 東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目６ （地包加）第143号         平成29年 4月 1日
     ０ （診入院）第878号         平成28年 4月 1日
     0735-52-2035  (0735-52-6522) （支援診３）第302号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第18号        平成27年 9月 1日
     （がん指）第305号         平成24年 7月 1日
     （在医総管）第201号       平成18年 4月 1日
     （在総）第610号           平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第323号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第6185号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99125,1024,8 古座川町三尾川へき地〒649-4455
     東医1024 診療所 東牟婁郡古座川町三尾川９４４番
     地
     0735-75-0018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99225,1027,1 医療法人日進会　日進〒649-5332 療養        98（療養入院）第654号       平成28年10月 1日
     東医1027 会病院 東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目２ （食）第486号             平成19年10月 1日
     ２１番地の１ （Ｃ・Ｍ）第360号         平成28年11月 1日
     0735-52-6511  (0735-52-5438) （脳Ⅲ）第91号            平成26年11月 1日
     （運Ⅱ）第167号           平成28年 6月 1日
     （呼Ⅱ）第30号            平成26年11月 1日
     （酸単）第6186号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99325,1034,7 古座川町田川へき地診〒649-4212
     東医1034 療所 東牟婁郡古座川町田川１４４番地
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99425,1037,0 国保　北山村診療所 〒647-1603 一般         4（ニコ）第207号           平成29年 2月 1日
     東医1037 東牟婁郡北山村大沼３１２
     0735-49-2114  (0735-49-2134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99525,1038,8 中山医院 〒649-5312 （在医総管）第109号       平成18年 4月 1日
     東医1038 東牟婁郡那智勝浦町宇久井５５７
     －１３
     0735-54-1181  (0735-54-0989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  99625,1042,0 医療法人　中根医院 〒649-4104 （時間外２）第111号       平成22年 4月 1日
     東医1042 東牟婁郡古座川町高池１０－３ （酸単）第6187号          平成29年 4月 1日
     0735-72-2822  (0735-72-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99725,1044,6 たかせ会記念診療所 〒649-4224 （酸単）第6188号          平成29年 4月 1日
     東医1044 東牟婁郡古座川町高瀬３５３
     0735-72-3355  (0735-72-3356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99825,1045,3 医療法人　芳純会　潮〒649-3502 一般         2（精神入院）第467号       平成24年 4月 1日
     東医1045 岬病院 東牟婁郡串本町潮岬４１７ 精神       178（看配）第460号           平成24年 9月 1日
     0735-62-0888  (0735-62-4694) （看補）第721号           平成24年 9月 1日
     （精合併加算）第5号       平成20年 4月 1日
     （後発使３）第5号         平成28年 4月 1日
     （精療）第430号           平成26年 4月 1日
     （食）第102号             昭和50年 2月 1日
     （精）第409号             平成18年 6月 1日
     （医療保護）第3号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6189号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99925,1046,1 医療法人健佑会　串本〒649-3514 一般        59（一般入院）第818号       平成26年 8月 1日
     東医1046 有田病院 東牟婁郡串本町有田４９９番地の療養       115（療養入院）第659号       平成28年10月 1日
     １ （看補）第734号           平成26年 8月 1日
     0735-66-1021  (0735-66-1620) （食）第254号             平成元年 4月 1日
     （薬）第416号             平成14年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第318号         平成26年 2月 1日
     （脳Ⅲ）第82号            平成25年11月 1日
     （運Ⅰ）第104号           平成26年 7月 1日
     （透析水１）第20号        平成22年 4月 1日
     （胃瘻造）第47号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第6190号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100025,1047,9 串本リハビリテーショ〒649-3503 （コン１）第338号         平成28年 4月 1日
     東医1047 ンセンター 東牟婁郡串本町串本２５９－６ （酸単）第6191号          平成29年 4月 1日
     0735-62-3600  (0735-62-3694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100125,1048,7 社会福祉法人串本福祉〒649-3512 （酸単）第6192号          平成29年 4月 1日
     東医1048 会にしき園診療所 東牟婁郡串本町二色１６０番地
     0735-62-5165  (0735-62-3510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100225,1049,5 覚前医院 〒649-3523 一般    （時間外１）第28号        平成24年 4月 1日
     東医1049 東牟婁郡串本町和深８３８番地 （がん指）第128号         平成22年10月 1日
     0735-67-0077  (0735-67-0365) （在医総管）第221号       平成18年 4月 1日
     （１７５）第246号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100325,1050,3 医療法人　杉医院 〒649-3503 （時間外２）第232号       平成22年 4月 1日
     東医1050 東牟婁郡串本町串本１９２９番地
     0735-62-0153  (0735-62-6148)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 100425,1051,1 覚前医院田並診療所 〒649-3515 （時間外１）第27号        平成24年 4月 1日
     東医1051 東牟婁郡串本町田並９４２番地の （がん指）第129号         平成22年10月 1日
     ２ （在医総管）第202号       平成18年 4月 1日
     0735-66-0323  (0735-66-0155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100525,1052,9 けんゆうクリニック 〒649-3503 （透析水１）第5号         平成22年 4月 1日
     東医1052 東牟婁郡串本町串本１７９０ （酸単）第6193号          平成29年 4月 1日
     0735-62-5080  (0735-62-4845)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100625,1053,7 辻内医院 〒649-3503 （がん指）第125号         平成22年10月 1日
     東医1053 東牟婁郡串本町串本２２８１番地 （在医総管）第467号       平成28年 4月 1日
     0735-69-2211  (0735-69-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100725,1054,5 みさきメンタルクリニ〒649-3503 （ショ大）第7号           平成26年 4月 1日
     東医1054 ック 東牟婁郡串本町串本２１１３－２ （デ大）第407号           平成19年 2月 1日
     0735-69-2888  (0735-69-2880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100825,1058,6 クリニック　ルピナス〒649-5312 （在医総管）第490号       平成29年 6月 1日
     東医1058 東牟婁郡那智勝浦町宇久井７１４ （ショ小）第7号           平成20年 6月 1日
     －３ （デ小）第410号           平成20年 4月 1日
     0735-54-2323  (0735-54-1677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100925,1059,4 古座川町小川へき地診〒649-4216
     東医1059 療所 東牟婁郡古座川町小川７７４番地
     １
     0735-79-0104  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101025,1062,8 やもとクリニック 〒649-4114 （ニコ）第167号           平成24年11月 1日
     東医1062 東牟婁郡串本町上野山１９１番地 （在医総管）第405号       平成24年11月 1日
     0735-72-3388  (0735-72-3555) （酸単）第6194号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101125,1063,6 古座川町国民健康保険〒649-4223
     東医1063 明神診療所 東牟婁郡古座川町川口２５４番地
     １
     0735-67-7113  (0735-72-0196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101280,1006,0 有田市立病院 〒649-0316 一般 （一般入院）第914号       平成28年11月 1日
     有田医1000 有田市宮崎町６番地 　　一般   153（診療録１）第11号        平成27年 9月 1日
     0737-82-2151  (0737-82-5154) 一般（感染） （事補１）第15号          平成28年 4月 1日
     　　感染     4（急性看補）第152号       平成28年10月 1日
     （栄養チ）第21号          平成27年 8月 1日
     （医療安全１）第46号      平成22年11月 1日
     （感染防止１）第28号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第42号          平成25年11月 1日
     （ハイ妊娠）第76号        平成29年 5月 1日
     （総合評価）第29号        平成29年 3月 1日
     （病棟薬１）第21号        平成26年 8月 1日
     （データ提）第29号        平成24年10月 1日
     （退支）第74号            平成28年 6月 1日
     （認ケア）第8号           平成28年 8月 1日
     （精疾診）第9号           平成28年 6月 1日
     （地包ケア１）第16号      平成26年10月 1日
     （食）第208号             昭和60年 4月 1日
     （がん疼）第34号          平成22年 4月 1日
     （がん指）第59号          平成22年 7月 1日
     （薬）第521号             平成22年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第85号          平成29年 5月 1日
     （検Ⅰ）第463号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第21号            平成23年12月 1日
     （コン１）第381号         平成29年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第261号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第262号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第433号         平成20年 4月 1日
     （菌）第428号             平成21年 6月 1日
     （心Ⅰ）第9号             平成26年 7月 1日
     （脳Ⅱ）第174号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第129号           平成27年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第12号            平成26年 7月 1日
     （がんリハ）第33号        平成28年12月 1日
     （ペ）第19号              平成10年 4月 1日
     （大）第9号               平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第43号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第17号          平成23年 4月 1日
     （輸適）第3号             平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第20号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第6072号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101380,1007,8 和歌山県立こころの医〒643-0811 精神       300（精神入院）第475号       平成25年 3月 1日
     有医1000 療センター 有田郡有田川町庄３１ （看配）第467号           平成25年 3月 1日
     0737-52-3221  (0737-52-5571) （看補）第727号           平成25年 3月 1日
     （療）第452号             平成25年12月 1日
     （精応）第1号             平成 7年12月 1日
     （精救急紹介）第3号       平成26年 2月 1日
     （後発使１）第13号        平成28年 5月 1日
     （精救１）第1号           平成26年 4月 1日
     （精療）第434号           平成26年 4月 1日
     （食）第10号              昭和45年 4月 1日
     （薬）第41号              平成 9年 2月 1日
     （検Ⅰ）第464号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第13号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第255号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第350号         平成28年 2月 1日
     （精）第4号               平成11年 4月 1日
     （認１）第1号             平成24年 4月 1日
     （ショ大）第1号           平成18年 4月 1日
     （デ大）第403号           平成18年 4月 1日
     （抗治療）第2号           平成27年 4月 1日
     （医療保護）第4号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6168号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101480,1018,5 那智勝浦町立温泉病院〒649-5331 一般        90（一般入院）第646号       平成22年11月 1日
     東医1018 東牟婁郡那智勝浦町天満４８３－療養        60（療養入院）第657号       平成28年10月 1日
     １ （診療録２）第453号       平成28年 9月 1日
     0735-52-1055  (0735-52-3853) （事補２）第79号          平成26年10月 1日
     （急性看補）第131号       平成28年 7月 1日
     （重）第409号             平成12年12月 1日
     （感染防止２）第25号      平成25年 4月 1日
     （患サポ）第41号          平成25年11月 1日
     （後発使３）第6号         平成28年 6月 1日
     （データ提）第65号        平成29年 1月 1日
     （食）第482号             平成19年 5月 1日
     （糖管）第38号            平成27年11月 1日
     （糖防管）第19号          平成27年 1月 1日
     （ニコ）第177号           平成25年11月 1日
     （がん指）第126号         平成22年10月 1日
     （在医総管）第439号       平成26年10月 1日
     （在看）第7号             平成29年 3月 1日
     （検Ⅰ）第465号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第190号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第191号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第58号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第77号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第59号            平成24年 4月 1日
     （透析水１）第42号        平成22年 7月 1日
     （酸単）第6195号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101580,1030,0 新宮市立医療センター〒647-0072 一般       300（外来環）第52号          平成26年12月 1日
     (80,3030,4) 新宮市蜂伏１８番７号 一般（感染） （一般入院）第919号       平成29年 4月 1日
     新医1030 0735-31-3333  (0735-31-3335)              4（診療録２）第418号       平成17年10月 1日
     （事補１）第26号          平成29年 5月 1日
     （急性看補）第161号       平成29年 3月 1日
     （療）第425号             平成17年10月 1日
     （重）第432号             平成17年10月 1日
     （医療安全１）第57号      平成24年 4月 1日
     （感染防止１）第22号      平成27年 3月 1日
     （患サポ）第14号          平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第34号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第18号        平成21年 8月 1日
     （呼吸チ）第1号           平成22年 4月 1日
     （データ提）第30号        平成24年10月 1日
     （退支）第69号            平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第50号      平成28年12月 1日
     （食）第451号             平成17年10月 1日
     （糖管）第6号             平成20年 4月 1日
     （がん疼）第23号          平成22年 4月 1日
     （糖防管）第3号           平成24年 4月 1日
     （トリ）第12号            平成24年 6月 1日
     （開）第407号             平成20年 2月 1日
     （がん指）第257号         平成24年 6月 1日
     （肝炎）第20号            平成22年 4月 1日
     （薬）第434号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第18号          平成20年 4月 1日
     （持血測）第4号           平成26年 4月 1日
     （遺伝検）第5号           平成29年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第61号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第466号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第25号            平成29年 5月 1日
     （血内）第408号           平成20年 4月 1日
     （歩行）第3号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第3号           平成24年 4月 1日
     （神経）第10号            平成20年 4月 1日
     （コン１）第341号         平成28年 4月 1日
     （画１）第416号           平成17年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第328号         平成26年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第257号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第11号          平成26年 9月 1日
     （抗悪処方）第13号        平成25年10月 1日
     （外化１）第447号         平成25年10月 1日
     （菌）第432号             平成24年 6月 1日
     （脳Ⅰ）第101号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第139号           平成28年 3月 1日
     （呼Ⅰ）第110号           平成28年 3月 1日
     （集コ）第8号             平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （歯リハ２）第2号         平成26年 4月 1日
     （透析水１）第35号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第7号             平成28年 4月 1日
     （経中）第8号             平成24年 6月 1日
     （ペ）第411号             平成17年10月 1日
     （両ペ）第7号             平成27年 6月 1日
     （除）第408号             平成26年 4月 1日
     （両除）第6号             平成26年 4月 1日
     （大）第406号             平成17年10月 1日
     （胆）第6号               平成25年 6月 1日
     （腎）第405号             平成17年10月 1日
     （医手休）第6号           平成29年 4月 1日
     （医手外）第6号           平成29年 4月 1日
     （医手深）第6号           平成29年 4月 1日
     （歯手休）第1号           平成26年 5月 1日
     （歯手外）第1号           平成26年 5月 1日
     （歯手深）第1号           平成26年 5月 1日
     （胃瘻造）第15号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第18号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第11号            平成26年 4月 1日
     （造設前）第2号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第7号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第410号         平成17年10月 1日
     （連携診）第3号           平成24年 4月 1日
     （テ組織）第410号         平成17年10月 1日
     （補管）第719号           平成17年10月 1日
     （酸単）第6196号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101680,1036,7 海南医療センター 〒642-0002 一般 （一般入院）第889号       平成28年 9月 1日
     海南医1036 海南市日方１５２２番地１ 　　一般   150（診療録１）第1号         平成26年 4月 1日
     073-482-4521  (073-482-9551) （事補１）第27号          平成29年 6月 1日
     （急性看補）第128号       平成28年 6月 1日
     （看夜配）第10号          平成28年10月 1日
     （重）第444号             平成25年 5月 1日
     （無菌２）第5号           平成25年 7月 1日
     （医療安全１）第64号      平成25年 3月 1日
     （感染防止１）第33号      平成29年 3月 1日
     （患サポ）第40号          平成25年10月 1日
     （総合評価）第23号        平成26年 6月 1日
     （データ提）第44号        平成26年 4月 1日
     （退支）第62号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第25号          平成29年 1月 1日
     （ハイケア１）第4号       平成27年 9月 1日
     （小入４）第412号         平成29年 6月 1日
     （食）第500号             平成25年 3月 1日
     （糖管）第32号            平成25年 3月 1日
     （がん疼）第62号          平成25年 3月 1日
     （糖防管）第16号          平成25年 3月 1日
     （ニコ）第169号           平成25年 3月 1日
     （開）第414号             平成26年 7月 1日
     （がん指）第347号         平成25年 3月 1日
     （排自）第1号             平成29年 1月 1日
     （肝炎）第28号            平成25年 3月 1日
     （薬）第538号             平成29年 5月 1日
     （持血測）第7号           平成26年10月 1日
     （ＨＰＶ）第62号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第479号           平成25年 3月 1日
     （検Ⅱ）第23号            平成25年10月 1日
     （歩行）第13号            平成26年11月 1日
     （ヘッド）第11号          平成28年 4月 1日
     （コン１）第388号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第3号           平成29年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第296号         平成25年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第297号         平成25年 4月 1日
     （外化１）第446号         平成25年 3月 1日
     （菌）第435号             平成25年 3月 1日
     （脳Ⅰ）第111号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅰ）第161号           平成29年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第120号           平成29年 5月 1日
     （がんリハ）第23号        平成27年 2月 1日
     （エタ甲）第3号           平成26年10月 1日
     （エタ副甲）第6号         平成26年10月 1日
     （膀胱）第3号             平成25年 3月 1日
     （胃瘻造）第35号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第29号          平成25年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （造設前）第10号          平成25年 3月 1日
     （胃瘻造嚥）第14号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第429号         平成25年 3月 1日
     （酸単）第6073号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101780,1038,3 橋本市民病院 〒648-0005 一般       300（外来環）第23号          平成23年 4月 1日
     (80,3038,7) 橋本市小峰台二丁目８番地の１ （一般入院）第916号       平成29年 1月 1日
     橋医1038 0736-37-1200  (0736-37-1880) （超急性期）第5号         平成20年 4月 1日
     （診療録１）第9号         平成26年 5月 1日
     （事補１）第4号           平成26年 4月 1日
     （急性看補）第144号       平成28年10月 1日
     （療）第457号             平成26年 7月 1日
     （医療安全１）第17号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第24号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第38号          平成25年 3月 1日
     （ハイ妊娠）第35号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第19号        平成22年 4月 1日
     （呼吸チ）第6号           平成29年 6月 1日
     （データ提）第46号        平成26年10月 1日
     （退支）第58号            平成28年 4月 1日
     （ハイケア１）第1号       平成26年 5月 1日
     （小入４）第411号         平成27年 8月 1日
     （地包ケア１）第18号      平成26年11月 1日
     （食）第453号             平成18年 3月 1日
     （糖管）第4号             平成20年 4月 1日
     （がん疼）第21号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第10号        平成23年 5月 1日
     （がん指２）第2号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第2号         平成26年 4月 1日
     （糖防管）第17号          平成25年 7月 1日
     （夜）第2号               平成22年 4月 1日
     （ニコ）第153号           平成23年 7月 1日
     （がん計）第160号         平成28年 8月 1日
     （肝炎）第1号             平成22年 4月 1日
     （薬）第435号             平成22年 9月 1日
     （地連計）第1号           平成28年 4月 1日
     （機安１）第19号          平成20年 4月 1日
     （医管）第55号            平成28年 4月 1日
     （在後病）第1号           平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第58号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第468号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第15号            平成20年 4月 1日
     （ヘッド）第10号          平成28年 1月 1日
     （コン１）第391号         平成29年 4月 1日
     （小検）第3号             平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第274号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第275号         平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第11号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第450号         平成29年 1月 1日
     （菌）第420号             平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第13号            平成28年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第108号           平成29年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （運Ⅰ）第114号           平成26年 9月 1日
     （呼Ⅰ）第88号            平成26年 9月 1日
     （がんリハ）第18号        平成26年 9月 1日
     （集コ）第17号            平成26年 9月 1日
     （歯リハ２）第3号         平成26年 4月 1日
     （医処休）第2号           平成27年 2月 1日
     （医処外）第2号           平成27年 2月 1日
     （医処深）第2号           平成27年 2月 1日
     （歯技工）第85号          平成22年 4月 1日
     （乳セ１）第5号           平成22年 4月 1日
     （乳腫）第4号             平成28年 8月 1日
     （ペ）第412号             平成18年 3月 1日
     （大）第407号             平成18年 3月 1日
     （早大腸）第7号           平成25年 4月 1日
     （腎）第406号             平成18年 3月 1日
     （腹前）第6号             平成29年 1月 1日
     （医手休）第3号           平成27年 2月 1日
     （医手外）第3号           平成27年 2月 1日
     （医手深）第3号           平成27年 2月 1日
     （胃瘻造）第14号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第25号          平成24年 9月 1日
     （造設前）第9号           平成24年10月 1日
     （胃瘻造嚥）第6号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第412号         平成18年 3月 1日
     （放専）第414号           平成26年 3月 1日
     （外放）第8号             平成26年 3月 1日
     （高放）第434号           平成22年 4月 1日
     （増線）第3号             平成26年 4月 1日
     （病理診１）第3号         平成24年 4月 1日
     （口病診１）第1号         平成26年 4月 1日
     （補管）第727号           平成18年 3月 1日
     （酸単）第6074号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101880,1039,1 和歌山県立医科大学附〒649-7113 一般       100（一般入院）第918号       平成29年 3月 1日
     伊医1039 属病院紀北分院 伊都郡かつらぎ町妙寺２１９ 一般（感染） （診療録２）第438号       平成25年 2月 1日
     0736-22-0066  (0736-22-2579)              4（事補１）第28号          平成29年 5月 1日
     （急性看補）第153号       平成28年10月 1日
     （重）第434号             平成18年 4月 1日
     （医療安全２）第29号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第8号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第43号          平成26年 1月 1日
     （データ提）第60号        平成27年10月 1日
     （退支）第75号            平成28年 6月 1日
     （認ケア）第3号           平成28年 7月 1日
     （精疾診）第5号           平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第30号      平成27年10月 1日
     （食）第472号             平成18年 4月 1日
     （糖管）第20号            平成21年12月 1日
     （がん疼）第55号          平成23年 8月 1日
     （がん指１）第11号        平成24年 4月 1日
     （がん指２）第8号         平成26年 5月 1日
     （糖防管）第20号          平成27年 5月 1日
     （ニコ）第214号           平成29年 5月 1日
     （がん指）第185号         平成23年 3月 1日
     （肝炎）第26号            平成22年 8月 1日
     （薬）第438号             平成18年 4月 1日
     （地連計）第4号           平成28年 4月 1日
     （在看）第4号             平成24年10月 1日
     （検Ⅰ）第469号           平成20年 4月 1日
     （歩行）第14号            平成28年 4月 1日
     （コン１）第339号         平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第259号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第260号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第445号         平成23年 7月 1日
     （菌）第430号             平成23年 1月 1日
     （脳Ⅰ）第51号            平成27年 2月 1日
     （運Ⅰ）第64号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第53号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第26号        平成27年 3月 1日
     （組再乳）第2号           平成26年 6月 1日
     （脊刺）第411号           平成27年 5月 1日
     （ゲル乳再）第3号         平成26年 6月 1日
     （胃瘻造）第50号          平成27年 6月 1日
     （酸単）第6197号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101980,1041,7 高野町立高野山総合診〒648-0211 一般 （診入院）第801号         平成24年 4月 1日
     伊医1041 療所 伊都郡高野町高野山６３１番地 　　一般    19（がん指）第337号         平成24年 9月 1日
     0736-56-2911  (0736-56-2912) （在医総管）第397号       平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第362号         平成28年12月 1日
     （酸単）第6198号          平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102080,1060,7 くしもと町立病院 〒649-3510 一般        90（一般入院）第902号       平成28年10月 1日
     東医1060 東牟婁郡串本町サンゴ台６９１番療養        40（療養入院）第664号       平成28年10月 1日
     地７ （療）第443号             平成23年12月 1日
     0735-62-7111  (0735-67-7200) （療養１）第18号          平成23年12月 1日
     （患サポ）第15号          平成24年 4月 1日
     （食）第495号             平成23年11月 1日
     （がん指）第338号         平成24年 9月 1日
     （薬）第461号             平成23年11月 1日
     （ＨＰＶ）第57号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第478号           平成23年11月 1日
     （コン１）第340号         平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第271号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第272号         平成24年 4月 1日
     （外化２）第20号          平成28年 8月 1日
     （菌）第437号             平成28年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第180号           平成28年 8月 1日
     （運Ⅰ）第56号            平成23年11月 1日
     （呼Ⅱ）第28号            平成26年 9月 1日
     （透析水１）第43号        平成23年12月 1日
     （胃瘻造）第7号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第3号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第6199号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102180,1102,7 上富田町市ノ瀬診療所〒649-2107 （がん指）第345号         平成25年 4月 1日
     西医1102 西牟婁郡上富田町市ノ瀬２５０４ （酸単）第6091号          平成29年 4月 1日
     番地の８
     0739-48-0026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102280,1278,5 和歌山県立医科大学附〒641-0012 一般 （病初診）第10号          平成22年 4月 1日
     (80,3278,9) 属病院 和歌山市紀三井寺８１１番地１ 　　一般   760（外来環）第10号          平成20年 4月 1日
     和医1278 073-447-2300  精神 （歯特連）第1号           平成22年 4月 1日
     　　精神    40（特定入院）第411号       平成24年 7月 1日
     （特定入院）第414号       平成28年 8月 1日
     （超急性期）第6号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第429号       平成20年10月 1日
     （事補１）第25号          平成29年 4月 1日
     （急性看補）第163号       平成29年 3月 1日
     （看夜配）第13号          平成28年12月 1日
     （看補）第701号           平成22年 7月 1日
     （療）第477号             平成28年 9月 1日
     （療）第478号             平成28年 9月 1日
     （重）第470号             平成28年 8月 1日
     （無菌１）第6号           平成29年 5月 1日
     （緩診）第3号             平成27年 7月 1日
     （精合併加算）第10号      平成27年 9月 1日
     （医療安全１）第18号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第34号      平成29年 4月 1日
     （患サポ）第31号          平成24年 7月 1日
     （褥瘡ケア）第3号         平成19年 2月 1日
     （ハイ妊娠）第39号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第16号        平成21年 4月 1日
     （呼吸チ）第4号           平成22年10月 1日
     （データ提）第31号        平成24年10月 1日
     （退支）第82号            平成28年10月 1日
     （精疾診）第6号           平成28年 4月 1日
     （救１）第5号             平成25年 4月 1日
     （救２）第6号             平成28年 9月 1日
     （集２）第2号             平成28年 9月 1日
     （周）第404号             平成26年 9月 1日
     （新回復）第2号           平成24年 5月 1日
     （小入２）第4号           平成26年 1月 1日
     （食）第471号             平成18年 4月 1日
     （ウ指）第1号             平成27年 5月 1日
     （高）第430号             平成18年 4月 1日
     （糖管）第5号             平成20年 4月 1日
     （がん疼）第39号          平成22年 5月 1日
     （がん指１）第14号        平成27年 7月 1日
     （がん指２）第11号        平成27年 7月 1日
     （がん指３）第7号         平成26年 7月 1日
     （外緩）第3号             平成27年 7月 1日
     （移植管造）第1号         平成27年 3月 1日
     （糖防管）第5号           平成24年 4月 1日
     （トリ）第14号            平成25年 3月 1日
     （ニコ）第156号           平成23年 9月 1日
     （がん計）第161号         平成28年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （肝炎）第25号            平成22年 4月 1日
     （薬）第437号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第20号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第9号           平成24年10月 1日
     （機安歯）第1号           平成20年 4月 1日
     （医管）第51号            平成24年 4月 1日
     （持血測）第1号           平成26年 4月 1日
     （遺伝検）第4号           平成28年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第56号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第470号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第4号             平成22年 4月 1日
     （血内）第413号           平成24年 4月 1日
     （胎心エコ）第2号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第11号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第7号           平成24年 4月 1日
     （長）第402号             平成18年 4月 1日
     （神経）第11号            平成20年 4月 1日
     （補聴）第407号           平成18年 4月 1日
     （誘発）第1号             平成22年 4月 1日
     （画１）第419号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第289号         平成25年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第317号         平成26年 1月 1日
     （冠動Ｃ）第9号           平成24年 9月 1日
     （心臓Ｍ）第10号          平成24年 9月 1日
     （抗悪処方）第5号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第436号         平成20年 4月 1日
     （菌）第421号             平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第5号             平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第51号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第64号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第53号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第6号         平成24年 4月 1日
     （リン複）第2号           平成29年 6月 1日
     （集コ）第12号            平成22年 6月 1日
     （歯リハ２）第11号        平成26年 5月 1日
     （認１）第10号            平成25年 3月 1日
     （ショ小）第8号           平成25年 4月 1日
     （デ小）第411号           平成27年 4月 1日
     （抗治療）第1号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第10号        平成18年 4月 1日
     （エタ甲）第1号           平成19年 3月 1日
     （エタ副甲）第4号         平成19年 3月 1日
     （透析水２）第1号         平成24年 4月 1日
     （手顕微加）第1号         平成28年 4月 1日
     （歯技工）第73号          平成22年 4月 1日
     （黒セ）第1号             平成22年 4月 1日
     （組再乳）第5号           平成28年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （自家）第2号             平成27年 6月 1日
     （脳刺）第407号           平成18年 4月 1日
     （脊刺）第407号           平成18年 4月 1日
     （仙神植交）第1号         平成27年10月 1日
     （緑内イ）第1号           平成26年 4月 1日
     （網膜再）第1号           平成26年 4月 1日
     （植補聴）第7号           平成26年 5月 1日
     （内鼻Ⅴ）第1号           平成26年 4月 1日
     （顎移）第1号             平成28年 4月 1日
     （歯顎移）第1号           平成24年 4月 1日
     （内下）第1号             平成29年 6月 1日
     （乳セ１）第1号           平成22年 4月 1日
     （乳セ２）第6号           平成22年 6月 1日
     （乳腫）第2号             平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第6号         平成28年12月 1日
     （経特）第411号           平成21年 4月 1日
     （カ大弁置）第1号         平成27年 6月 1日
     （ペ）第414号             平成18年 4月 1日
     （両ペ）第4号             平成21年 4月 1日
     （除）第404号             平成21年 4月 1日
     （両除）第3号             平成21年 5月 1日
     （大）第408号             平成18年 4月 1日
     （胆腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （胆）第5号               平成18年 4月 1日
     （腹肝）第3号             平成28年 4月 1日
     （膵石破）第1号           平成26年 4月 1日
     （腹膵切）第2号           平成24年 4月 1日
     （腹膵頭）第1号           平成28年 4月 1日
     （早大腸）第3号           平成24年 4月 1日
     （腎）第407号             平成18年 4月 1日
     （腹腎支器）第1号         平成28年 5月 1日
     （腎植）第2号             平成24年 8月 1日
     （生腎）第3号             平成21年 4月 1日
     （腹膀）第1号             平成24年 4月 1日
     （腹前）第4号             平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第1号         平成24年11月 1日
     （胃瘻造）第36号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第5号           平成29年 2月 1日
     （造設前）第7号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第15号        平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第1号           平成20年 4月 1日
     （人工歯根）第3号         平成24年 4月 1日
     （根切顕微）第1号         平成28年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第413号         平成18年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第1号           平成22年 4月 1日
     （放専）第411号           平成18年 4月 1日
     （外放）第3号             平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （高放）第430号           平成21年 4月 1日
     （増線）第1号             平成26年 4月 1日
     （強度）第3号             平成25年 7月 1日
     （画誘）第3号             平成25年 7月 1日
     （体対策）第1号           平成29年 6月 1日
     （直放）第3号             平成25年 7月 1日
     （定対策）第1号           平成29年 6月 1日
     （連携診）第4号           平成24年 4月 1日
     （テ組織）第412号         平成18年 4月 1日
     （テ細胞）第1号           平成22年 4月 1日
     （病理診２）第3号         平成27年 3月 1日
     （補管）第730号           平成18年 4月 1日
     （矯診）第12号            平成22年 4月 1日
     （顎診）第405号           平成19年11月 1日
     （先１４０）第15号        平成28年10月 1日
     （先－２０６）第3号       平成26年 7月 1日
     （先－２５５）第1号       平成27年 8月 1日
     （先－２５７）第1号       平成27年 5月 1日
     （酸単）第6075号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102380,1305,6 和歌山県立医科大学　〒640-8033 （ニコ）第204号           平成28年 5月 1日
     和医1305 サテライト診療所　本和歌山市本町二丁目１番地　フォ （脳Ⅰ）第94号            平成27年 7月 1日
     町 ルテワジマビル５Ｆ （運Ⅰ）第96号            平成26年 4月 1日
     073-488-1930  （呼Ⅰ）第104号           平成27年10月 1日
     （酸単）第6076号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102482,1012,4 日本赤十字社　和歌山〒640-8269 一般       865（病初診）第13号          平成23年 9月 1日
     (82,3012,8) 医療センター 和歌山市小松原通４丁目２０番地一般（感染） （外来環）第20号          平成21年 1月 1日
     和医1012 073-422-4171  (073-426-1168)              8（一般入院）第910号       平成28年10月 1日
     （総合２）第1号           平成28年 8月 1日
     （超急性期）第7号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第441号       平成25年 4月 1日
     （事補２）第90号          平成28年 1月 1日
     （急性看補）第155号       平成28年11月 1日
     （看夜配）第12号          平成28年10月 1日
     （療）第444号             平成24年 4月 1日
     （重）第473号             平成28年12月 1日
     （無菌１）第4号           平成25年 4月 1日
     （医療安全１）第19号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第36号      平成29年 5月 1日
     （患サポ）第16号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第2号         平成18年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第40号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第17号        平成21年 5月 1日
     （総合評価）第27号        平成28年 1月 1日
     （呼吸チ）第2号           平成22年 6月 1日
     （病棟薬１）第25号        平成27年 8月 1日
     （病棟薬２）第1号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第38号        平成24年10月 1日
     （退支）第72号            平成28年 5月 1日
     （退支）第64号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第2号           平成28年 5月 1日
     （救３）第3号             平成27年 1月 1日
     （救４）第5号             平成28年10月 1日
     （集４）第9号             平成28年10月 1日
     （新２）第5号             平成28年 9月 1日
     （新回復）第3号           平成27年 7月 1日
     （一類）第1号             平成23年11月 1日
     （小入２）第7号           平成29年 4月 1日
     （食）第224号             昭和61年 8月 1日
     （高）第18号              平成 6年 4月 1日
     （喘管）第2号             平成18年 4月 1日
     （糖管）第30号            平成23年10月 1日
     （がん疼）第45号          平成22年10月 1日
     （がん指１）第8号         平成22年10月 1日
     （がん指２）第4号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第4号         平成26年 4月 1日
     （移植管臓）第1号         平成28年 1月 1日
     （移植管造）第2号         平成27年 6月 1日
     （糖防管）第21号          平成28年 6月 1日
     （トリ）第7号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第99号            平成20年10月 1日
     （開）第406号             平成19年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がん計）第165号         平成29年 2月 1日
     （肝炎）第14号            平成22年 4月 1日
     （薬）第10号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第21号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第2号           平成20年 4月 1日
     （在血液）第1号           平成22年 4月 1日
     （持血測）第9号           平成27年 9月 1日
     （遺伝検）第1号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第5号           平成22年 4月 1日
     （検Ⅳ）第3号             平成22年 4月 1日
     （血内）第409号           平成20年 4月 1日
     （歩行）第6号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第4号           平成24年 4月 1日
     （神経）第12号            平成20年 4月 1日
     （補聴）第401号           平成12年 4月 1日
     （ロー検）第7号           平成28年 4月 1日
     （コン１）第385号         平成29年 4月 1日
     （小検）第5号             平成18年 4月 1日
     （誘発）第2号             平成22年 4月 1日
     （画１）第429号           平成26年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第263号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第264号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第10号          平成26年 7月 1日
     （心臓Ｍ）第12号          平成26年 7月 1日
     （抗悪処方）第6号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第437号         平成20年 4月 1日
     （菌）第422号             平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第6号             平成24年 8月 1日
     （脳Ⅰ）第66号            平成24年 7月 1日
     （運Ⅰ）第105号           平成26年 9月 1日
     （呼Ⅰ）第81号            平成26年 9月 1日
     （がんリハ）第9号         平成25年 9月 1日
     （歯リハ２）第14号        平成26年 7月 1日
     （認１）第2号             平成24年 4月 1日
     （血入）第2号             平成28年 4月 1日
     （透析水２）第15号        平成26年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第58号        平成26年 4月 1日
     （組再乳）第3号           平成27年 9月 1日
     （脳刺）第402号           平成12年 4月 1日
     （脊刺）第402号           平成12年 4月 1日
     （緑内イ）第3号           平成27年 3月 1日
     （網膜再）第3号           平成27年 7月 1日
     （植補聴）第6号           平成21年 4月 1日
     （内鼻Ⅴ）第2号           平成26年 4月 1日
     （歯顎移）第3号           平成24年 9月 1日
     （乳セ１）第7号           平成22年 7月 1日
     （乳セ２）第7号           平成22年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （乳腫）第3号             平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第4号         平成27年 9月 1日
     （肺腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （経特）第412号           平成21年 4月 1日
     （経中）第7号             平成21年 4月 1日
     （ペ）第16号              平成10年 4月 1日
     （両ペ）第5号             平成21年 4月 1日
     （除）第405号             平成21年 4月 1日
     （両除）第2号             平成21年 4月 1日
     （大）第7号               平成10年 4月 1日
     （胆腫）第2号             平成28年 4月 1日
     （胆）第7号               平成26年 4月 1日
     （腹肝）第4号             平成28年 4月 1日
     （膵石破）第2号           平成26年 4月 1日
     （腹膵切）第3号           平成24年 4月 1日
     （早大腸）第2号           平成24年 4月 1日
     （腎）第1号               平成元年 3月 1日
     （腎凝固）第1号           平成24年 6月 1日
     （腎植）第1号             平成20年 4月 1日
     （生腎）第4号             平成21年 4月 1日
     （腹膀）第2号             平成24年 4月 1日
     （人工尿）第1号           平成24年 6月 1日
     （腹前支器）第2号         平成25年 4月 1日
     （胃瘻造）第8号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第4号           平成24年 4月 1日
     （輸適）第7号             平成24年 9月 1日
     （貯輸）第1号             平成26年 9月 1日
     （自生接）第1号           平成24年 4月 1日
     （造設前）第3号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第4号         平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第28号          平成20年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第10号          平成 8年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第2号           平成22年 4月 1日
     （放専）第406号           平成14年 4月 1日
     （外放）第4号             平成20年 4月 1日
     （高放）第431号           平成21年 4月 1日
     （増線）第4号             平成26年 4月 1日
     （強度）第2号             平成24年10月 1日
     （画誘）第2号             平成23年 9月 1日
     （直放）第1号             平成17年 9月 1日
     （誘密）第1号             平成28年11月 1日
     （病理診１）第1号         平成24年 4月 1日
     （補管）第511号           平成 8年 4月 1日
     （先１４０）第14号        平成28年 5月 1日
     （先－１９５）第2号       平成28年 3月 1日
     （先－２０６）第1号       平成24年 4月 1日
     （先－２３８）第1号       平成27年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第6077号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102582,1017,3 紀南こころの医療セン〒646-0015 精神       198（精神入院）第479号       平成27年 1月 1日
     田医1017 ター 田辺市たきない町２５－１ （診療録２）第450号       平成28年 4月 1日
     0739-22-2080  (0739-22-9440) （看配）第472号           平成27年 1月 1日
     （看補）第751号           平成28年12月 1日
     （精応）第401号           平成14年 4月 1日
     （医療安全２）第47号      平成22年12月 1日
     （患サポ）第34号          平成24年 9月 1日
     （精救急受入）第2号       平成24年 4月 1日
     （食）第197号             昭和59年 5月 1日
     （薬）第63号              平成11年11月 1日
     （精）第415号             平成27年10月 1日
     （ショ大）第9号           平成27年10月 1日
     （ショ小）第12号          平成29年 5月 1日
     （デ大）第417号           平成27年10月 1日
     （デ小）第414号           平成29年 5月 1日
     （抗治療）第3号           平成29年 6月 1日
     （医療保護）第5号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6200号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102682,1059,5 紀南病院 〒646-8588 一般       352（病初診）第11号          平成22年 4月 1日
     (82,3059,9) 田辺市新庄町４６番地７０ 一般（感染） （外来環）第6号           平成20年 4月 1日
     田医1059 0739-22-5000  (0739-26-0925)              4（歯特連）第2号           平成22年 4月 1日
     （一般入院）第901号       平成28年10月 1日
     （診療録２）第416号       平成17年 7月 1日
     （事補２）第78号          平成26年 7月 1日
     （急性看補）第30号        平成24年 4月 1日
     （療）第470号             平成27年12月 1日
     （重）第465号             平成27年12月 1日
     （無菌１）第3号           平成24年 4月 1日
     （無菌２）第3号           平成24年 4月 1日
     （医療安全１）第20号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第31号      平成28年 1月 1日
     （患サポ）第23号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第1号         平成18年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第36号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第12号        平成21年 4月 1日
     （病棟薬１）第1号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第32号        平成24年10月 1日
     （退支）第18号            平成24年 4月 1日
     （精疾診）第8号           平成28年 4月 1日
     （地歯入院）第1号         平成20年 4月 1日
     （集３）第418号           平成28年10月 1日
     （新２）第4号             平成26年 4月 1日
     （小入３）第402号         平成19年 7月 1日
     （食）第449号             平成17年 5月 1日
     （高）第422号             平成17年 5月 1日
     （糖管）第22号            平成22年 4月 1日
     （がん疼）第29号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第6号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第1号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第1号         平成26年 4月 1日
     （糖防管）第7号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第217号           平成29年 5月 1日
     （がん計）第158号         平成28年 9月 1日
     （がん指）第2号           平成22年 4月 1日
     （肝炎）第23号            平成22年 4月 1日
     （薬）第432号             平成22年 4月 1日
     （電情）第3号             平成28年 4月 1日
     （機安１）第22号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第7号           平成22年 6月 1日
     （医管）第57号            平成28年 4月 1日
     （持血測）第2号           平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第60号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第472号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第5号             平成24年 4月 1日
     （血内）第410号           平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （胎心エコ）第1号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第9号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第6号           平成24年 4月 1日
     （小検）第2号             平成18年 4月 1日
     （画２）第405号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第278号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第279号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第280号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第5号           平成21年12月 1日
     （心臓Ｍ）第2号           平成20年 4月 1日
     （抗悪処方）第8号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第451号         平成29年 4月 1日
     （菌）第423号             平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第1号             平成27年 9月 1日
     （脳Ⅱ）第185号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅰ）第135号           平成27年 9月 1日
     （呼Ⅰ）第107号           平成27年 9月 1日
     （がんリハ）第28号        平成27年 9月 1日
     （歯リハ２）第4号         平成26年 4月 1日
     （透析水２）第33号        平成29年 1月 1日
     （肢梢）第8号             平成28年 4月 1日
     （歯技工）第76号          平成22年 4月 1日
     （緑内イ）第2号           平成26年 4月 1日
     （網膜再）第2号           平成26年 4月 1日
     （歯顎移）第2号           平成24年 4月 1日
     （乳セ１）第9号           平成24年 8月 1日
     （乳セ２）第9号           平成24年 8月 1日
     （経特）第415号           平成29年 4月 1日
     （経中）第6号             平成21年 4月 1日
     （ペ）第413号             平成18年 4月 1日
     （両ペ）第6号             平成22年 2月 1日
     （除）第406号             平成22年 2月 1日
     （両除）第4号             平成22年 2月 1日
     （大）第405号             平成17年 5月 1日
     （腎）第404号             平成17年 7月 1日
     （腹膀）第3号             平成28年 5月 1日
     （腹前）第5号             平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第12号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第3号           平成21年 4月 1日
     （輸適）第4号             平成24年 4月 1日
     （造設前）第4号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第5号         平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第30号          平成20年 6月 1日
     （人工歯根）第2号         平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第409号         平成17年 5月 1日
     （放専）第413号           平成22年 6月 1日
     （外放）第7号             平成22年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （高放）第428号           平成21年 4月 1日
     （増線）第6号             平成26年11月 1日
     （連携診）第2号           平成24年 4月 1日
     （テ組織）第415号         平成24年 4月 1日
     （病理診１）第2号         平成24年 4月 1日
     （口病診１）第2号         平成26年 4月 1日
     （補管）第709号           平成17年 5月 1日
     （顎診）第406号           平成20年 4月 1日
     （酸単）第6169号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102783,1000,7 独立行政法人国立病院〒644-0044 一般       295（一般入院）第898号       平成28年10月 1日
     (83,3000,1) 機構　和歌山病院 日高郡美浜町和田１１３８ 結核        15（結核入院）第413号       平成28年 4月10日
     日医1000 0738-22-3256  (0738-23-3104) （障害入院）第439号       平成28年 4月10日
     （診療録１）第8号         平成26年 5月 1日
     （急性看補）第145号       平成28年10月 1日
     （特施）第430号           平成28年 4月10日
     （重）第467号             平成28年 4月10日
     （栄養チ）第24号          平成29年 1月 1日
     （医療安全１）第21号      平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第18号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第24号          平成24年 4月 1日
     （後発使１）第8号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第30号        平成28年 6月 1日
     （データ提）第42号        平成25年10月 1日
     （退支）第73号            平成28年 5月 1日
     （認ケア）第15号          平成28年10月 1日
     （食）第505号             平成28年 5月 1日
     （喘管）第5号             平成24年 4月 1日
     （がん疼）第42号          平成22年 7月 1日
     （がん指１）第7号         平成22年 7月 1日
     （がん指２）第5号         平成26年 4月 1日
     （ニコ）第32号            平成18年 7月 1日
     （開）第416号             平成28年 4月10日
     （がん指）第52号          平成22年 7月 1日
     （薬）第30号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第29号          平成23年 6月 1日
     （検Ⅰ）第473号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第19号            平成22年 8月 1日
     （血内）第411号           平成20年 4月 1日
     （歩行）第1号             平成24年 4月 1日
     （神経）第13号            平成20年 4月 1日
     （画１）第431号           平成28年 4月 1日
     （画２）第409号           平成28年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第354号         平成28年 7月 1日
     （抗悪処方）第1号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第443号         平成21年10月 1日
     （菌）第431号             平成23年 1月 1日
     （脳Ⅱ）第179号           平成28年 8月 1日
     （運Ⅰ）第152号           平成28年 8月 1日
     （呼Ⅰ）第116号           平成28年 8月 1日
     （障）第15号              平成28年 8月 1日
     （ペ）第404号             平成13年 3月 1日
     （大）第401号             平成13年 3月 1日
     （胃瘻造）第37号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第23号          平成24年 7月 1日
     （胃瘻造嚥）第16号        平成27年 4月 1日
     （高放）第438号           平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第6078号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102884,1037,7 独立行政法人国立病院〒646-0015 一般       316（外来環）第73号          平成28年 5月 1日
     (84,3037,1) 機構南和歌山医療セン田辺市たきない町２７－１ （一般入院）第879号       平成28年 4月 1日
     田医1037 ター 0739-26-7050  (0739-24-2055) （総合３）第4号           平成29年 4月 1日
     （超急性期）第8号         平成20年 4月 1日
     （診療録１）第2号         平成26年 4月 1日
     （事補２）第65号          平成25年 4月 1日
     （急性看補）第165号       平成29年 5月 1日
     （看夜配）第8号           平成28年 7月 1日
     （療）第445号             平成24年10月 1日
     （重）第456号             平成26年 6月 1日
     （栄養チ）第23号          平成28年 4月 1日
     （医療安全１）第22号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第32号      平成28年 1月 1日
     （患サポ）第25号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第9号         平成29年 5月 1日
     （総合評価）第24号        平成27年 8月 1日
     （呼吸チ）第3号           平成22年 8月 1日
     （病棟薬１）第14号        平成24年 7月 1日
     （病棟薬２）第2号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第33号        平成24年10月 1日
     （退支）第59号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第1号           平成28年 4月 1日
     （精疾診）第7号           平成28年 4月 1日
     （救１）第6号             平成26年10月 1日
     （集４）第8号             平成28年10月 1日
     （ハイケア１）第2号       平成26年 6月 1日
     （小入５）第404号         平成29年 5月 1日
     （緩）第401号             平成17年 7月 1日
     （食）第271号             平成 4年 7月 1日
     （喘管）第3号             平成18年 6月 1日
     （がん疼）第37号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第3号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第3号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第9号         平成28年 5月 1日
     （トリ）第6号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第129号           平成22年10月 1日
     （開）第405号             平成18年 5月 1日
     （がん計）第164号         平成28年12月 1日
     （肝炎）第17号            平成22年 4月 1日
     （薬）第20号              平成22年 4月 1日
     （電情）第2号             平成28年 4月 1日
     （機安１）第23号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第3号           平成20年 4月 1日
     （医管）第56号            平成28年 4月 1日
     （在歯管）第13号          平成28年 4月 1日
     （在看）第2号             平成24年 4月 1日
     （遺伝検）第2号           平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （検Ⅰ）第474号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第2号             平成22年 4月 1日
     （神経）第16号            平成20年 6月 1日
     （小検）第7号             平成18年12月 1日
     （画１）第430号           平成26年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第253号         平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第254号         平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第10号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第439号         平成20年 4月 1日
     （菌）第424号             平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第50号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第62号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第52号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第5号         平成24年 2月 1日
     （歯リハ２）第5号         平成26年 4月 1日
     （医処休）第3号           平成27年 4月 1日
     （医処外）第3号           平成27年 4月 1日
     （医処深）第3号           平成27年 4月 1日
     （歯処休）第1号           平成26年 6月 1日
     （歯処外）第1号           平成26年 6月 1日
     （歯処深）第1号           平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第393号       平成28年 9月 1日
     （脳刺）第404号           平成12年 4月 1日
     （脊刺）第404号           平成12年 4月 1日
     （乳セ１）第4号           平成22年 4月 1日
     （ペ）第4号               平成10年 4月 1日
     （大）第11号              平成10年 4月 1日
     （早大腸）第5号           平成24年 7月 1日
     （医手休）第4号           平成27年 4月 1日
     （医手外）第4号           平成27年 4月 1日
     （医手深）第4号           平成27年 4月 1日
     （歯手休）第2号           平成26年 6月 1日
     （歯手外）第2号           平成26年 6月 1日
     （歯手深）第2号           平成26年 6月 1日
     （胃瘻造）第48号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第30号          平成25年11月 1日
     （胃瘻造嚥）第21号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第1号           平成 8年 4月 1日
     （放専）第408号           平成14年 4月 1日
     （外放）第5号             平成20年 4月 1日
     （高放）第435号           平成22年 4月 1日
     （増線）第2号             平成26年 4月 1日
     （強度）第1号             平成23年 4月 1日
     （画誘）第1号             平成22年 4月 1日
     （直放）第2号             平成21年 4月 1日
     （テ組織）第416号         平成24年 6月 1日
     （テ細胞）第2号           平成24年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
全医療機関出力
[平成29年 6月13日現在　医科] 平成29年 6月13日  176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （病理診１）第7号         平成28年 4月 1日
     （補管）第731号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第6170号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


