


↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 
 

      

 

 
 

 

★拠点病院：１３病院 

●協力病院：２１病院 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 

★滋賀県小児保健医療センター 

★草津総合病院 

★済生会滋賀県病院 

●びわこ学園医療福祉センター草津 

●びわこ学園医療福祉センター野洲 

●野洲病院 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

●地域医療機能推進

機構滋賀病院 

●ひかり病院 

●琵琶湖大橋病院 

●琵琶湖中央病院 

●琵琶湖養育院病院 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医療

センター 

★湖東記念病院 

●国立病院機構東近江 

 総合医療センター 

●ヴォーリズ記念病院 

●青葉病院 

●近江温泉病院 

●神崎中央病院 

●東近江敬愛病院 

●東近江市立能登川病院 

●日野記念病院 

 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

★国立病院機構紫香楽病院 

●甲南病院 

●水口病院 

湖西圏域 
●今津病院 

●マキノ病院 

 

湖北圏域 
★長浜赤十字病院 

★市立長浜病院 

 神神神 経経経 ・・・ 筋筋筋 疾疾疾 患患患   

令和２年度作成 

湖東圏域 
●彦根市立病院 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

      

 

 

 

 

★拠点病院：９病院 

●協力病院：７病院 

湖南圏域 
★草津総合病院 

●滋賀県立総合病院 

 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

●大津赤十字志賀病

院 

●地域医療機能推進

機構滋賀病院 

 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

★国立病院機構東近江 

 総合医療センター 

●東近江敬愛病院 

●青葉病院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

 

湖北圏域 
★市立長浜病院 

●長浜赤十字病院 

●長浜市立湖北病院 

 代代代 謝謝謝 系系系 疾疾疾 患患患   

令和２年度作成 

湖東圏域 
★彦根市立病院 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

      

 

 

 

★拠点病院：１３病院 

●協力病院：１０病院 

湖東圏域 
★彦根市立病院 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 

★草津総合病院 

★済生会滋賀県病院 

●済生会守山市民病院 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

★地域医療機能推進

機構滋賀病院 

●琵琶湖大橋病院 

●大津赤十字志賀病 

 院 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

★湖東記念病院 

●神崎中央病院 

●東近江敬愛病院 

●国立病院機構東近江 

 総合医療センター 

●青葉病院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

●甲南病院 

湖西圏域 
●高島市民病院 

●今津病院 

湖北圏域 
★長浜赤十字病院 

★市立長浜病院 

 循循循 環環環 器器器 系系系 疾疾疾 患患患   

令和２年度作成 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

      

 

 

 

★拠点病院：８病院 

●協力病院：５病院 

湖東圏域 
★彦根市立病院 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 

★済生会滋賀県病院 

 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

●大津赤十字志賀病 

 院 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合

医療センター 

●青葉病院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

●甲南病院 

湖西圏域 
●高島市民病院 

湖北圏域 
●長浜赤十字病院 

 血血血 液液液 系系系 疾疾疾 患患患   

令和２年度作成 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 腎腎腎・・・ 泌泌泌尿尿尿器器器系系系 疾疾疾患患患   

湖北圏域 
●長浜赤十字病院 

●長浜市立湖北病院 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

●青葉病院 

●東近江敬愛病院 

大津圏域 
★大津赤十字病院 

★市立大津市民病院 

★滋賀医科大学医学部

附属病院 

★拠点病院：８病院 

●協力病院：７病院 

湖南圏域 
★草津総合病院 

★済生会滋賀県病院 

●県立総合病院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

令和２年度作成 

湖西圏域 
●今津病院 

●高島市民病院 

湖東圏域 
★彦根市立病院 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

      

 

 

 

★拠点病院：１３病院 

●協力病院：１２病院 

湖東圏域 
★彦根市立病院 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 

★済生会滋賀県病院 

●草津総合病院 

●近江草津徳洲会病院 

●野洲病院 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

★地域医療機能推進

機構滋賀病院 

●大津赤十字志賀病

院 

●琵琶湖大橋病院 

●山田整形外科病院 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

★国立病院機構東近江 

 総合医療センター 

●青葉病院 

●神崎中央病院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

●甲南病院 

 

湖西圏域 
★高島市民病院 

●今津病院 

●マキノ病院 

湖北圏域 
★長浜赤十字病院 

★市立長浜病院 

●長浜市立湖北病院 

 

 骨骨骨・・・関関関節節節系系系疾疾疾患患患   

令和２年度作成 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 
 

      

 

 

 

 

★拠点病院：１１病院 

●協力病院：８病院 

湖南圏域 
★済生会滋賀県病院 

●滋賀県立総合病院 

●草津総合病院 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

●大津赤十字志賀病

院 

●地域医療機能推進

機構滋賀病院 

 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

★国立病院機構東近江 

 総合医療センター 

●神崎中央病院 

●青葉病院 

●東近江敬愛病院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

 

湖北圏域 
★長浜赤十字病院 

★市立長浜病院 

●長浜市立湖北病院 

 内内内 分分分 泌泌泌 系系系 疾疾疾 患患患   

令和２年度作成 

湖西圏域 
★高島市民病院 

湖東圏域 
★彦根市立病院 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 
 

      

 

 

 

★拠点病院：９病院 

●協力病院：１０病院 

湖東圏域 
★彦根市立病院 

●豊郷病院 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 

★済生会滋賀県病院 

●草津総合病院 

●済生会守山市民病院 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

●地域医療機能推進

機構滋賀病院 東近江圏域 
★国立病院機構東近江 

総合医療センター 

●近江八幡市立総合医

療センター 

●青葉病院 

●東近江敬愛病院 

●ヴォーリズ記念病院 

湖西圏域 
●今津病院 

●高島市民病院 

 

湖北圏域 
★市立長浜病院 

 

 呼呼呼吸吸吸器器器系系系疾疾疾患患患   

令和２年度作成 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

      

 

 

 

 

★拠点病院：８病院 

●協力病院：３病院 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 

★済生会滋賀県病院 

 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学部

附属病院 

 
東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

●青葉病院 

●東近江市立能登川病

院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

 

湖北圏域 
★市立長浜病院 

●長浜市立湖北病院 

 

 視視視 覚覚覚 系系系 疾疾疾 患患患   

令和２年度作成 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 聴聴聴覚覚覚・・・平平平衡衡衡機機機能能能系系系疾疾疾患患患   

湖北圏域 
●長浜赤十字病院 

 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

●青葉病院 

大津圏域 
★大津赤十字病院 

★市立大津市民病院 

★滋賀医科大学医学部

附属病院 

●地域医療機能推進機

構滋賀病院 

★拠点病院：５病院 

●協力病院：４病院 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 甲賀圏域 

●公立甲賀病院 

令和２年度作成 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

      

 

 

 

★拠点病院：１３病院 

●協力病院：１８病院 

湖東圏域 
★彦根市立病院 

●友仁山崎病院 

 

湖南圏域 
★滋賀県立総合病院 

★済生会滋賀県病院 

●近江草津徳洲会病院 

●草津総合病院 

●野洲病院 

●済生会守山市民病院 

大津圏域 
★市立大津市民病院 

★大津赤十字病院 

★滋賀医科大学医学

部附属病院 

★地域医療機能推進

機構滋賀病院 

●琵琶湖大橋病院 

 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医療

センター 

★国立病院機構東近江 

 総合医療センター 

●ヴォーリズ記念病院 

●青葉病院 

●神崎中央病院 

●東近江敬愛病院 

●東近江市蒲生医療セン

ター 

●東近江市立能登川病院 

●日野記念病院 

甲賀圏域 
★公立甲賀病院 

●甲賀市信楽中央病院 

●甲南病院 

湖西圏域 
★高島市民病院 

●今津病院 

●マキノ病院 

湖北圏域 
★長浜赤十字病院 

★市立長浜病院 

●長浜市立湖北病院 

 

 消消消 化化化 器器器 系系系 疾疾疾 患患患   

令和２年度作成 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 染染染色色色体体体まままたたたははは遺遺遺伝伝伝子子子

ににに変変変化化化ををを伴伴伴ううう症症症候候候群群群   

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

●青葉病院 

大津圏域 
★大津赤十字病院 

★市立大津市民病院 

★滋賀医科大学医学部

附属病院 

★拠点病院：４病院 

●協力病院：１病院 

令和２年度作成 
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↓各医療機関診療科一覧はこちらをクリックして下さい。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 聴聴聴覚覚覚・・・耳耳耳鼻鼻鼻科科科系系系疾疾疾患患患   

湖北圏域 
●長浜赤十字病院 

●市立長浜病院 

 

東近江圏域 
★近江八幡市立総合医

療センター 

●国立病院機構東近江

総合医療センター 

 

大津圏域 
★大津赤十字病院 

★市立大津市民病院 

★滋賀医科大学医学部

附属病院 

●地域医療機能推進機

構滋賀病院 

 

令和２年度作成 

★拠点病院：７病院 

●協力病院：４病院 

湖南圏域 
★草津総合病院 

★県立総合病院 
甲賀圏域 
★公立甲賀病院 
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神経・筋疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  脳神経内科 

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 脳神経内科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科 脳神経内科 

備考  

④  湖東記念病院 0749－45－5000（代表） 

〒527－0134 滋賀県東近江市平松町２番地１  

該当診療科  脳神経外科 

備考  疾患により可 

⑤  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４－１ 

該当診療科 脳神経内科 

備考  疾患により可 

⑥  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 脳神経内科 脳神経外科 小児科 

備考 【脳神経外科】疾患により可 

⑦  滋賀県立小児保健医療センター 077－582－6200（代表） 

〒524－0022 滋賀県守山市守山５丁目７－３０ 

該当診療科   

備考   

- 17 -

https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/nerve_medicine
http://www.kohka-hp.or.jp/patient/detail.php?no=4
http://www.koto-hp.jp/
https://www.saiseikai-shiga.jp/
https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/neurology/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/neurosurgery/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/mccs/


⑧  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 脳神経内科 

備考  疾患により可 

⑨  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮２丁目９－９ 

該当診療科 脳神経内科 

備考 疾患により可 

⑩  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３ 

該当診療科 神経内科 

備考  疾患により可 

⑪  長浜赤十字病院 0749－63－2111（代表） 

〒526－8585 滋賀県長浜市宮前町１４－７ 

該当診療科  神経内科 

備考  

⑫  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒257－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科  神経内科 

備考  

⑬  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 脳神経内科 

備考 疾患により可 

注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 
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https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/shinkei/index.html
https://och.or.jp/dep/neu/
http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/neurology.html
https://www.nagahama.jrc.or.jp/about/diagnosis/shinkenaika
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/shinkeinaika.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-7-0-0-0.html


代謝系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科   

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 糖尿病内分泌代謝内科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考  

④  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 糖尿病内分泌内科 小児科 

備考  

⑤  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 糖尿病・内分泌内科 

備考 疾患により可 

⑥  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科 内科 

備考 疾患により可 

⑦  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３番地 

該当診療科 腎臓代謝内科 

備考  疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/endocrinology_diabetes_and_metabolism
http://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/secretion/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/tounyoubyou/index.html
https://och.or.jp/dep/int/
http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/nephrology.html


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 糖尿病・内分泌内科 

備考  

⑨  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科  糖尿病代謝内科 

備考 疾患により可 
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https://higashiomi.hosp.go.jp/section/tounyou.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-4-0-0-0.html


皮膚・結合組織疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科   

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 皮膚科 整形外科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考  

④  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 皮膚科 形成外科 小児科 

備考  

⑤  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科  皮膚科 

備考 疾患により可 

⑥  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科 皮膚科 

備考 疾患により可 

⑦  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 皮膚科 

備考  
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/dermatology
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/orthopedics
http://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/dermatology/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/plastic_sgr/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/hifu/index.html
https://och.or.jp/dep/der/
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/hifuka.html


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 皮膚科 

備考 疾患により可 
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http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-18-0-0-0.html


免疫系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 血液内科 整形外科 

備考  

③  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 呼吸器内科 血液内科 腎臓内科 皮膚科  

耳鼻咽喉科 小児科 

備考 【呼吸器内科、皮膚科】疾患により可 

【血液内科】原発性抗リン脂質抗体症候群、成人スチル病 

④  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 免疫内科 

備考  疾患により可 

⑤  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科 内科  

備考 疾患により可 

⑥  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３番地 

該当診療科 リウマチ科 

備考 疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/hematology
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/orthopedics
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/respiratory_int/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/blood/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/kidney/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/dermatology/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/ent/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/meneki/index.html
https://och.or.jp/dep/int/
http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/rheumatology.html


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑦  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 総合内科 消化器内科 呼吸器内科  

備考  

- 24 -

https://higashiomi.hosp.go.jp/section/naika.html
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/syoukakika.html
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/kokyukinaika.html


循環器系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 循環器科  

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考  

④  湖東記念病院 0749－45－5000（代表） 

〒527－0134 滋賀県東近江市平松町２番地１  

該当診療科  循環器内科 心臓血管外科 

備考  疾患により可 

⑤  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４－１ 

該当診療科 循環器内科 

備考  疾患により可 

⑥  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科  循環器内科 リハビリテーション科 小児科 

備考  

⑦  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科  循環器内科 

備考  疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/cardiology
http://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.koto-hp.jp/
https://www.saiseikai-shiga.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/cardiovascular_int/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/rehabilitation/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/junkanki/index.html


⑧  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮２丁目９－９ 

該当診療科  循環器内科 

備考  疾患により可 

⑨  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３ 

該当診療科  循環器内科 

備考  疾患により可 

⑩  地域医療機能推進機構滋賀病院 077－537－3101（代表） 

〒520－0846 滋賀県大津市富士見台１６－１ 

該当診療科  

備考  

⑪  長浜赤十字病院 0749－63－2111（代表） 

〒526－8585 滋賀県長浜市宮前町 14－７ 

該当診療科 循環器内科 

備考  

⑫  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 循環器内科 

備考  

⑬  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 循環器内科 

備考  疾患により可 

注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 
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https://och.or.jp/dep/org/
http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/cardiology.html
https://shiga.jcho.go.jp/
https://www.nagahama.jrc.or.jp/about/diagnosis/junkankinaika
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/jyunkankika.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-5-0-0-0.html


血液系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 血液内科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考  

④  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋 2丁目４－１ 

該当診療科 血液内科 

備考  疾患により可 

⑤  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科  消化器内科 血液内科 小児科 

備考  

⑥  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 血液・腫瘍内科 

備考 疾患により可 

⑦  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科 内科 

備考 疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/hematology
http://www.kohka-hp.or.jp/
https://www.saiseikai-shiga.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/digestive_int/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/blood/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/ketsuekishuyou/index.html
https://och.or.jp/dep/int/


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 血液内科 

備考  疾患により可 
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http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-3-0-0-0.html


腎・泌尿器系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科   

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科  腎臓内科 泌尿器科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考  

④  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４－１ 

該当診療科 腎臓内科 

備考  疾患により可 

⑤  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 腎臓内科 乳腺一般外科 泌尿器科 小児科 

備考 【泌尿器科】間質性膀胱炎（ハンナ型） 多発性嚢胞腎 

⑥  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科  腎臓内科 泌尿器科 

備考 疾患により可 

⑦  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科  泌尿器科 

備考  疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/nephrology
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/urology
http://www.kohka-hp.or.jp/
https://www.saiseikai-shiga.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/kidney/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/surgery/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/urinology/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/hinyouki/index.html
https://och.or.jp/dep/uro/


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科  泌尿器科 

備考 疾患により可 

- 30 -

http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-14-0-0-0.html


骨・関節系疾患関連診療科一覧 

 五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科   

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 整形外科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考  

④  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４－１ 

該当診療科  整形外科 

備考  疾患により可 

⑤  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 整形外科 リハビリテーション科 小児科 

備考  

⑥  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科  整形外科 

備考  疾患により可 

⑦  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮２丁目９－９ 

該当診療科  整形外科 

備考  疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/orthopedics
http://www.kohka-hp.or.jp/
https://www.saiseikai-shiga.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/orthopedics/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/rehabilitation/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/seikei/index.html
https://och.or.jp/dep/ort/


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３ 

該当診療科 整形外科 

備考  疾患により可 

⑨  地域医療機能推進機構滋賀病院 077－537－3101（代表） 

〒520－0846 滋賀県大津市富士見台１６－１ 

該当診療科   

備考  

⑩  長浜赤十字病院 0749－63－2111（代表） 

〒526－8585 滋賀県長浜市宮前町１４－７ 

該当診療科 整形外科 

備考  

⑪  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 整形外科 

備考  

⑫  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 整形外科 

備考 疾患により可 
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http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/orthopedic.html
https://shiga.jcho.go.jp/
https://www.nagahama.jrc.or.jp/about/diagnosis/102
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/seikeigeka.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-42-0-0-0.html


内分泌系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科   

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 糖尿病内分泌内科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  糖尿病・内分泌内科 

備考  

④  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４－１ 

該当診療科 糖尿病代謝内科 

備考  疾患により可 

⑤  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 糖尿病内分泌内科  女性診療科  小児科 

備考  

⑥  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 糖尿病・内分泌内科 

備考 疾患により可 

⑦  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科 内科 

備考 疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/endocrinology_diabetes_and_metabolism
http://www.kohka-hp.or.jp/patient/detail.php?no=103
https://www.saiseikai-shiga.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/secretion/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/women/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/tounyoubyou/index.html
https://och.or.jp/dep/int/


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３番地 

該当診療科 腎臓代謝内科 

備考  疾患により可 

⑨  長浜赤十字病院 0749－63－2111（代表） 

〒526－8585 滋賀県長浜市宮前町 14－７ 

該当診療科 糖尿病・内分泌内科 

備考  

⑩  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 糖尿病・内分泌内科 

備考  

⑪  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 糖尿病代謝内科 

備考  疾患により可 

- 34 -

http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/nephrology.html
https://www.nagahama.jrc.or.jp/about/diagnosis/naibumpitsunaika
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/tounyou.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-4-0-0-0.html


呼吸器系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 呼吸器科 

備考  

②  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考   

③  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 呼吸器内科 乳腺一般外科 小児科 

備考 【呼吸器内科】疾患により可 

④  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 呼吸器内科 

備考 疾患により可 

⑤  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮２丁目９－９ 

該当診療科 呼吸器内科 呼吸器外科 

備考 疾患により可 

⑥  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３ 

該当診療科  呼吸器内科 

備考 疾患により可 

⑦  豊郷病院 0749－35－3001（代表） 

〒529－1168 滋賀県犬上郡豊郷町八目１２番地 

該当診療科  呼吸器科 

備考  

- 35 -

https://www.otsu.jrc.or.jp/department/respiratory_organs
http://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/respiratory_int/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/surgery/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/kokyuuki/index.html
https://och.or.jp/dep/res/
https://och.or.jp/dep/res2/
http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/respiratory_medicine.html
http://www.toyosato.or.jp/


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 呼吸器内科 呼吸器外科 

備考  

⑨  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 呼吸器内科 呼吸器外科 

備考 疾患により可 

- 36 -

https://higashiomi.hosp.go.jp/section/kokyukinaika.html
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/geka.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-6-0-0-0.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/category/2-41-0-0-0.html


視覚系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科   

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科  眼科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科 眼科 

備考  疾患により可 

④  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４－１ 

該当診療科 眼科 

備考  疾患により可 

⑤  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 眼科 小児科 

備考  

⑥  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 眼科 

備考  疾患により可 

⑦  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科  眼科 

備考 疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/ophthalmology
http://www.kohka-hp.or.jp/patient/detail.php?no=12
https://www.saiseikai-shiga.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/ophthalmology/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/ganka/index.html
https://och.or.jp/dep/oph/


注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

⑧  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３ 

該当診療科 眼科 

備考  疾患により可 

- 38 -

http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/eye.html


聴覚・平衡機能系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 耳鼻咽喉科 

備考  

③  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 耳鼻咽喉科 

備考  

④  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 耳鼻咽喉科 

備考 疾患により可 

⑤  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科  耳鼻咽喉科 

備考 疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/otolaryngology
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/ent/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/jibiinkou/index.html
https://och.or.jp/dep/oto/


消化器系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

 

 

 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科  消化器科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  消化器内科 

備考  疾患により可 

④  済生会滋賀県病院 077－552－1221（代表） 

〒520－3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４－１ 

該当診療科  消化器内科 

備考  疾患により可 

⑤  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 消化器内科 消化器外科 乳腺一般外科 小児科 

備考  

⑥  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科  消化器内科 

備考  疾患により可 

⑦  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮２丁目９－９ 

該当診療科  消化器内科 消化器外科 

備考  疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/gastroenterology
http://www.kohka-hp.or.jp/patient/detail.php?no=1
https://www.saiseikai-shiga.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/digestive_int/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/digestive_sgr/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/surgery/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/shoukaki/index.html
https://och.or.jp/dep/gas/
https://och.or.jp/dep/sur/


⑧  市立長浜病院 0749－68－2300（代表） 

〒526－8580 滋賀県長浜市大戌亥町３１３ 

該当診療科  消化器内科 

備考  疾患により可 

⑨  地域医療機能推進機構滋賀病院 077－537－3101（代表） 

〒520－0846 滋賀県大津市富士見台１６－１ 

該当診療科  

備考  

⑩  長浜赤十字病院 0749－63－2111（代表） 

〒526－8585 滋賀県長浜市宮前町 14－７ 

該当診療科 消化器内科 

備考  

⑪  東近江総合医療センター 0748－22－3030（代表） 

〒527－8505 滋賀県東近江市五智町２５５番地 

該当診療科 消化器内科 

備考  

⑫  彦根市立病院 0749－22－6050（代表） 

〒522－8539 滋賀県彦根市八坂町１８８２ 

該当診療科 消化器内科 

備考 疾患により可 

注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 
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http://www.nagahama-hp.jp/department/guide/digestive.html
https://shiga.jcho.go.jp/
https://www.nagahama.jrc.or.jp/about/diagnosis/shokakinaika
https://higashiomi.hosp.go.jp/section/syoukakika.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/0000000245.html


染色体または遺伝子に変化を伴う症候群関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科  

備考  

③  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 小児科 

備考  

④  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮２丁目９－９ 

該当診療科  

備考  疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/pediatrics/index.html
https://och.or.jp/


耳鼻科系疾患関連診療科一覧 

五十音順にて記載しております 

注）診療状況、専門医の詳細は各病院へお問い合わせください 

①  近江八幡市立総合医療センター 0748－33－3151（代表） 

〒523－0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

該当診療科  

備考  

②  大津赤十字病院 077－522－4131（代表） 

〒520－8511 滋賀県大津市長等一丁目１－３５ 

該当診療科 耳鼻科 

備考  

③  公立甲賀病院 0748－62－0234（代表） 

〒528－0074 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６番地 

該当診療科  

備考  

④  滋賀医科大学医学部附属病院 077－548－2111（代表） 

〒520－2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

該当診療科 耳鼻咽喉科 

備考  

⑤  滋賀県立総合病院 077－582－5031（代表） 

〒524－8524 滋賀県守山市守山５丁目４－３０ 

該当診療科 耳鼻咽喉科 

備考 疾患により可 

⑥  市立大津市民病院 077－522－4607（代表） 

〒520－0804 滋賀県大津市本宮二丁目９－９ 

該当診療科  耳鼻咽喉科 

備考  疾患により可 
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https://www.kenkou1.com/
https://www.otsu.jrc.or.jp/department/otolaryngology
http://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/ent/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/shinryouka/jibiinkou/index.html
https://och.or.jp/dep/oto/

