
１ 青木レディースクリニック（大津市） 

医療機関 青木レディースクリニック 

所在地 
〒520-0241 

大津市今堅田二丁目２６－５ 

ＴＥＬ 077-573-5215 

ＦＡＸ 077-573-5187 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金  17：00～19：00 

受付時間 9：00～11：30 ②17：00～18：30 

予約制の有無 × 

担当医 青木嶺夫  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 月～土 9：00～12：00  月・水・金 １７：00～19：00 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

２ 青地うえだクリニック（大津市） 

医療機関 青地うえだクリニック 

所在地 
〒520-0043 

大津市中央１－１－６ 

ＴＥＬ 077-522-3940 

ＦＡＸ 077-522-3944 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 17：00～19：00 

受付時間 ① 9：00～12：00 ②17：00～19：00（月・水・金 ） 

予約制の有無 その他（初診は予約不可・再診から予約可） 

担当医 上田創平  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記診療時間、曜日  

泌尿器科との連携の有無 院外の泌尿器科医を紹介している 

 



３ 医療法人 せせらぎ会浮田クリニック（大津市） 

医療機関 医療法人 せせらぎ会浮田クリニック 

所在地 
〒520-0242 

大津市本堅田６丁目３６番１号 

ＴＥＬ 077-574-3751 

ＦＡＸ 077-574-3792 

Mail address kanpou@ukita.gr.jp 

区分 有床診療所 

担当科 産科・婦人科・その他（漢方内科） 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

４ 大津市民病院（大津市） 

医療機関 大津市民病院 

所在地 
〒520-0804 

大津市本宮２丁目９－９ 

ＴＥＬ 077-522-4607 

ＦＡＸ 077-522-0192 

Mail address × 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 

院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある 

診察曜日：月～金 

診察時間：８：３０～１１：３０ 



５ 大津赤十字病院（大津市） 

医療機関 大津赤十字病院 

所在地 
〒520-8511 

大津市長等１丁目１－３５ 

ＴＥＬ 077-522-4131 

ＦＡＸ 077-525-8018 

Mail address kikaku@otsu.jrc.or.jp 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 
○ 院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある 

（診察曜日、時間：月～金 ９：００～１１：３０） 

 

６ 医療法人 桂川レディースクリニック（大津市） 

医療機関 医療法人 桂川レディースクリニック 

所在地 
〒520-0834 

大津市御殿浜２１－８ 

ＴＥＬ 077-511-4135 

ＦＡＸ 077-511-5600 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産科・婦人科・その他（麻酔科） 

不妊治療の実施 不妊専門外来を設けて実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １６：００～１９：００ 

受付時間  

 

 ホームページでご確認ください 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 



７ 輝生産婦人科 内科 小児科（大津市） 

医療機関 輝生産婦人科 内科 小児科 

所在地 
〒520-0105 

大津市下阪本 6-29-19 

ＴＥＬ 077-578-3388 

ＦＡＸ 077-578-6850 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 あり 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１５：００～１８：００ 

予約制の有無 × 

担当医 太田一博 太田貴美子 

診療科 産婦人科 小児科・内科 

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 ○院外の泌尿器科医を紹介している 

 

８ 木下産婦人科（大津市） 

医療機関 木下産婦人科 

所在地 
〒520-0806 

大津市打出浜１０－３７ 

ＴＥＬ 077-526-1451 

ＦＡＸ  

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科・その他（内科、小児科） 

不妊治療の実施 不妊専門外来を設けて実施 

診療曜日 金・土 

夜診の有無及び時間帯 金 １８：００～２０：００ 

受付時間 ②１８：００～２０：００ 

予約制の有無 × 

担当医 木下孝一  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 



９ 滋賀医科大学医学部附属病院（大津市） 

医療機関 滋賀医科大学医学部附属病院 

所在地 
〒520-2192 

大津市瀬田月輪町 

ＴＥＬ 077-548-2463 

ＦＡＸ 077-548-2522 

Mail address hgiji@belle.shiga-med.ac.jp 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施  

診療曜日 月・火・水・木・金 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１２：００～１５：００ 

予約制の有無 ○ 

担当医 村上 節 高橋健太郎 木村文則 高橋明子 竹村明枝 平田貴美子 

診療科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 水・金 月・木 月・金 火・金 水 月・木 

泌尿器科との連携の有無 ○ 

 

１０ たかこレディスクリニック（大津市） 

医療機関 たかこレディスクリニック 

所在地 
〒520-0832 

大津市粟津町３－２－３０３ 

ＴＥＬ 077-534-4031 

ＦＡＸ 077-534-4037 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：００～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１７：００～１９：００ 

予約制の有無 × 

担当医 横井崇子  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 



１１ 医療法人 竹林ウィメンズクリニック（大津市） 

医療機関 医療法人 竹林ウィメンズクリニック 

所在地 
〒520-2144 

大津市大萱１丁目１－１ 

ＴＥＬ 077-547-3557 

ＦＡＸ 077-547-3579 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 木 …不妊専門外来を設けて実施 

月 ・水 ・金 ・土 …一般外来と分けて実施 

火 …一般診療で実施 
診療曜日 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １５：３０～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１３：００ ②１５：３０～１９：００ 

予約制の有無 ○（新患は予約なし不可） 

担当医 竹林浩一  

診療科   

診療曜日及び時間 上記診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 

○ ・院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある 

（診察曜日、時間：当院指定のみの日曜日） 

  ・院外の泌尿器科医を紹介している 

１２ 中井医院（大津市） 

医療機関 中井医院 

所在地 
〒520-0524 

大津市和迩今宿 572-4 

ＴＥＬ 077-594-0010 

ＦＡＸ 077-594-1999 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 



１３ 松島産婦人科医院（大津市） 

医療機関 松島産婦人科医院 

所在地 
〒520-0027 

大津市錦織３丁目６番２２号 

ＴＥＬ 077-525-0025 

ＦＡＸ 077-523-3775 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

１４ 医療法人 産科婦人科ハピネスバースクリニック（草津市） 

医療機関 医療法人 産科婦人科ハピネスバースクリニック 

所在地 
〒525-0066 

草津市矢橋町２３３－３ 

ＴＥＬ 077-564-3101 

ＦＡＸ 077-564-1858 

Mail address post@happiness-bc.com 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・金・土・日 

夜診の有無及び時間帯 月・火・水・金 １７：００～１９：３０ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１７：００～１９：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 横江保彦  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

 



１５ 社会医療法人誠光会 草津総合病院（草津市） 

医療機関 社会医療法人誠光会 草津総合病院 

所在地 
〒525-8585 

草津市八橋町１６６０ 

ＴＥＬ 077-563-8866 

ＦＡＸ 077-563-8858 

Mail address × 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

１６ 草津レディースクリニック（草津市） 

医療機関 草津レディースクリニック 

所在地 
〒525-0029 

草津市渋川１丁目２番２６－２０７号 

ＴＥＬ 077-566-7575 

ＦＡＸ 077-566-7771 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 その他（不妊治療） 

不妊治療の実施 不妊専門外来を設けて実施 

診療曜日  

 

 

ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

 



１７ 清水産婦人科（草津市） 

医療機関 清水産婦人科 

所在地 
〒525-0027 

草津市野村３－１８－５ 

ＴＥＬ 077-562-4332 

ＦＡＸ 077-562-4333 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：００～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１２：００  ②１７：００～１９：００ 

予約制の有無 ○ 

担当医 清水良彦  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

１８ 南草津野村病院（草津市） 

医療機関 南草津野村病院 

所在地 
〒525-0059 

草津市野路１丁目６番５号 

ＴＥＬ 077-561-3788 

ＦＡＸ 077-561-3799 

Mail address × 

区分 １００床未満の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：００～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１７：００～１９：００ 

予約制の有無 ○ 

担当医 野村哲哉 秋山 稔 早川陽子 

診療科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 

月・水・金 

9：00～12：00 

金 

17：00～19：00 

火・木・土 

9：00～12：00 

月・水 

17：00～19：00 

月～金 

9：00～1７：00 

泌尿器科との連携の有無 
○ 院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある。 

（診察曜日、時間：第２木曜日 １８：００～１９：００） 



１９ 医療法人 智林会 山田産婦人科（草津市） 

医療機関 医療法人 智林会 山田産婦人科 

所在地 
〒520-0025 

草津市西渋川１丁目２１－１４ 

ＴＥＬ 077-562-1175 

ＦＡＸ 077-562-1189 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・金・土 

夜診の有無及び時間帯  

 

 

 ホームページでご確認ください 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ その他 

 

２０ 久保婦人科（守山市） 

医療機関 久保婦人科 

所在地 
〒524-0002 

守山市小島町１０８２ 

ＴＥＬ 077-583-8778 

ＦＡＸ 077-582-9522 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：００～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１７：００～１９：００ 

予約制の有無 × 

担当医 久保淑子  

診療科 婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

 



２１ 坂井産婦人科（守山市） 

医療機関 坂井産婦人科 

所在地 
〒524-0044 

守山市古高田３８３ 

ＴＥＬ 077-581-0565 

ＦＡＸ 077-581-2407 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：３０～１９：３０ 

受付時間 ①９：００～１２：００ ②１７：３０～１９：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 坂井千秋  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 

２２ 明愛産婦人科（守山市） 

医療機関 明愛産婦人科 

所在地 
〒524-0044 

守山市勝部２丁目４番１２号 

ＴＥＬ 077-582-6686 

ＦＡＸ 077-582-8044 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 



２３ 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院（栗東市） 

医療機関 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 

所在地 
〒520-3046 

栗東市大橋２丁目４番１号 

ＴＥＬ 077-552-1221 

ＦＡＸ 077-553-8259 

Mail address × 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間  

 

 ホームページでご確認ください 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

２４ 医療法人 ちばレディースクリニック（栗東市） 

医療機関 医療法人 ちばレディースクリニック 

所在地 
〒520-3024 

栗東市小柿５丁目１３番２号 

ＴＥＬ 077-551-5383 

ＦＡＸ 077-551-5382 

Mail address chibacli@ares.eonet.ne.jp 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・火・木 １７：３０～１９：３０ 

受付時間 ① ９：００～１２：３０ ②１７：００～１９：３０ 

予約制の有無 その他（完全予約制ではないが予約優先） 

担当医 千葉隆史  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 



２５ はなだ婦人クリニック（栗東市） 

医療機関 はなだ婦人クリニック 

所在地 
〒520-3031 

栗東市綣３丁目１０番２２号 

ＴＥＬ 077-551-2175 

ＦＡＸ 077-551-2185 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・火・水・金 １７：３０～１９：３０ 

受付時間 ① ９：３０～１２：３０ ②１７：３０～１９：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 花田芳郎  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

２６ 医療法人社団 渡辺産婦人科（栗東市） 

医療機関 医療法人社団 渡辺産婦人科 

所在地 
〒520-3027 

栗東市野尻４３５ 

ＴＥＬ 077-551-1331 

ＦＡＸ 077-551-1343 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：００～１９：３０ 

受付時間 ① ９：１５～１３：００ ②１７：００～１９：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 渡辺恒久  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 



２７ 希望が丘クリニック（野洲市） 

医療機関 希望が丘クリニック 

所在地 
〒520-2362 

野洲市市三宅２３５４ 

ＴＥＬ 077-586-4103 

ＦＡＸ 077-586-4104 

Mail address ｋibougaoka 0110@outlook.jp 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般外来と分けて実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・夜診と土曜日は一般診療の中で実施 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：１５～１９：３０ 

受付時間 ① ８：４５～１２：００ ②１７：１５～１９：３０   

約制の有無 × 

担当医 木村俊雄 藤原睦子 

診療科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 

月～土 

９：００～１２：００ 

１７：１５～１９：３０（夜診） 

月～金 

９：００～１２：００ 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

２８ 医療法人社団御上会 野洲病院（野洲市） 

医療機関 医療法人社団御上会 野洲病院 

所在地 
〒520-2331 

野洲市小篠原１０９４番地 

ＴＥＬ 077-587-1332 

ＦＡＸ 077-587-5004 

Mail address × 

区分 １００～３００床未満の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ８：３０～１１：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 三好直純 田中京子 

診療科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 
月・水・金・土 

８：３０～１１：３０ 

火・水・木・金 

８：３０～１１：３０ 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある 



２９ 医療法人みのり会 濱田クリニック(甲賀市) 

医療機関 医療法人みのり会 濱田クリニック 

所在地 
〒528-0005 

甲賀市水口町水口５９９２－１ 

ＴＥＬ 0748-65-3737 

ＦＡＸ 0748-62-0355 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

３０ 公立甲賀病院（甲賀市） 

医療機関 公立甲賀病院 

所在地 
〒528-0074 

甲賀市水口町松尾１２５６番地 

ＴＥＬ 0748-62-0234 

ＦＡＸ 0748-63-0588 

Mail address info@kohka-hp.or.jp 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください  

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 



３１ 医療法人 親愛レディースクリニック（甲賀市） 

医療機関 医療法人 親愛レディースクリニック 

所在地 
〒528-0041 

甲賀市水口町虫生野１０９８－１ 

ＴＥＬ 0748-63-3321 

ＦＡＸ 0748-63-3320 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・火・水・木・金 １６：３０～１９：３０ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１６：３０～１９：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 吉冶修市  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 

３２ 医療法人真心会 野村産婦人科（湖南市） 

医療機関 医療法人真心会 野村産婦人科 

所在地 
〒520-3233 

湖南市柑子袋６１１番地 

ＴＥＬ 0748-72-6633 

ＦＡＸ 0748-72-6636 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施している 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：００～１８：００ 

受付時間 
① ９：００～１２：００（土曜日のみ１２時３０分まで） 

②１７：００～２０：００ 

予約制の有無 × 

担当医 野村哲哉 秋山 稔 早川陽子 

診療科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 

月・水 17：00～19：00 

火・木 9：00～12：00 

土   9：00～12：30 

月・金 9：00～12：00 

 

水 9：00～12：00 

 

泌尿器科との連携の有無 
○ 院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある 

診療曜日、時間：南草津野村病院 第２木曜日 １８：００～１９：００ 



３３ 医療法人 鶴崎産婦人科医院（近江八幡市） 

医療機関 医療法人 鶴崎産婦人科医院 

所在地 
〒523-0892 

近江八幡市出町３１５ 

ＴＥＬ 0748-36-7501 

ＦＡＸ 0748-36-8080 

Mail address turu7501@ex.biwa.ne.jp 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・火・木・金 １５：３０～１８：３０ 

受付時間 ① ８：３０～１１：３０ ②１５：３０～１８：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 鶴崎俊秀  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 

３４ うえだ ウィメンズ クリニック（近江八幡市） 

医療機関 うえだ ウィメンズ クリニック 

所在地 
〒523-0031 

近江八幡市堀上町１９３－１ 

ＴＥＬ 0748-32-3517 

ＦＡＸ 0748-32-3516 

Mail address hirohisa@ueda-womens.jp 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １６：００～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１６：００～１９：００ 

予約制の有無 × 

担当医 上田博久  

診療科 産婦人科  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 



３５ 太田産婦人科医院（近江八幡市） 

医療機関 太田産婦人科医院 

所在地 
〒523-0898 

近江八幡市鷹飼町南３丁目３－５ 

ＴＥＬ 0748-38-0341 

ＦＡＸ 0748-38-0571 

Mail address mo-mo-yo-no@i.softbank.jp 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １７：００～１９：００ 

受付時間 ① ８：３０～１１：４５ ②１６：３０～１８：４５ 

予約制の有無 ○ 

担当医 産婦人科  

診療科 太田道隆  

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 × 

 

３６ 医療法人社団 山崎クリニック（東近江市） 

医療機関 医療法人社団 山崎クリニック 

所在地 
〒521-1225 

東近江市山路町２９０７ 

ＴＥＬ 0748-42-1135 

ＦＡＸ 0748-42-1135 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科・その他（人工透析内科） 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 



３７ 医寮法人 笠原レディースクリニック（東近江市） 

医療機関 医寮法人 笠原レディースクリニック 

所在地 
〒527-0091 

東近江市小脇町２４０１番地６ 

ＴＥＬ 0748-22-2101 

ＦＡＸ 0748-22-2177 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

３８ 医療法人社団 常伯会 寺井産婦人科院（東近江市） 

医療機関 医療法人社団 常伯会 寺井産婦人科院 

所在地 
〒521-1222 

東近江市佐野町６７０ 

ＴＥＬ 0748-42-0036 

ＦＡＸ 0748-42-6401 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科・その他（小児科・内科） 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 



３９ 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター（東近江市） 

医療機関 独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター 

所在地 
〒527-8505 

東近江市五智町２５５番地 

ＴＥＬ 0748-22-3030 

ＦＡＸ 0748-23-3358 

Mail address 5119syo1@shiga-hosp.go.jp 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

４０ 医寮法人 青葉会 神野レディスクリニックアリス（彦根市） 

医療機関 医寮法人 青葉会 神野レディスクリニックアリス 

所在地 
〒522-0057 

彦根市八坂町２８８８－１ 

ＴＥＬ 0749-29-9025 

ＦＡＸ 0749-29-9026 

Mail address alice@jinno-lc.com 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 



４１ 医療法人 青葉会 神野レディスクリニック（彦根市） 

医療機関 医療法人 青葉会 神野レディスクリニック 

所在地 
〒522-0063 

彦根市中央町３－７３ 

ＴＥＬ 0749-22-6216 

ＦＡＸ 0749-26-6345 

Mail address info@jinno-lc.com 

区分 有床診療所 

担当科 産科・その他（麻酔科） 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・火・水・木・金 １５：００～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１５：００～１９：００ 

予約制の有無 × 

担当医 神野佳樹 稲森久美子 

診療科 婦人科 婦人科 

診療曜日及び時間 上記の診療曜日、時間 上記の診療曜日、時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

４２ 医寮法人 青葉会 神野レディスクリニック ソフィア（彦根市） 

医療機関 医寮法人 青葉会 神野レディスクリニック ソフィア 

所在地 
〒522-0023 

彦根市川瀬馬場町１０８２－１ 

ＴＥＬ 0749-25-5566 

ＦＡＸ 0749-25-2562 

Mail address sophia@jinno-lc.com  

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・金 １６：００～１９：００ 

受付時間 ① ９：００～１２：００ ②１６：００～１９：００ 

予約制の有無 × 

担当医 森 一正 神野佳樹 稲森久美子 中島 彰 

診療科 産科・婦人科 産科・婦人科 産科・婦人科 産科・婦人科 

診療曜日及び時間 

月・火・土 

上記の診療曜

日、時間 

金 

16：00～ 

19：00 

水 

9：00～ 

12：00 

金 

9：00～ 

12：00 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 



４３ はやし婦人クリニック（彦根市） 

医療機関 はやし婦人クリニック 

所在地 
〒522-0016 

彦根市竹ヶ鼻町 658 

ＴＥＬ 0749-26-0528 

ＦＡＸ  

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・火・木・金 

受付時間 ① ８：４５～１１：４５ ②１５：４５～１９：００ 

予約制の有無 × 

担当医 林 清士 

診療科 産婦人科 

診療曜日及び時間 上記診察曜日、時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

４４ 彦根市立病院（彦根市） 

医療機関 彦根市立病院 

所在地 
〒522-8539 

彦根市八坂町１８８２ 

ＴＥＬ 0749-22-6050 

ＦＡＸ 0749-26-0754 

Mail address × 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ① ８：３０～１１：３０ 

予約制の有無 × 

担当医 阿知波成行 宇田聡子 京大Ｄｒ． 

診療科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 月～金 ＡＭ 水 ＡＭ 金 ＡＭ 

泌尿器科との連携の有無 
○（院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある） 

診察曜日、時間：月～金 午前 

 



４５ 医寮法人 恭昭会 彦根中央病院（彦根市） 

医療機関 医寮法人 恭昭会 彦根中央病院 

所在地 
〒522-0054 

彦根市西今町４２１ 

ＴＥＬ 0749-23-1211 

ＦＡＸ 0749-26-7483 

Mail address × 

区分 １００～３００床未満の病院 

担当科 婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 日 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ① ９：００～１１：３０ ②１３：００～１５：００ 

予約制の有無 ○ 

担当医 岡野有希子  

診療科 婦人科  

診療曜日及び時間 上記診療曜日、時間  

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

 

４６ 医療法人 成宮クリニック（愛知郡愛荘町） 

医療機関 医療法人 成宮クリニック 

所在地 
〒529-1313 

愛知郡愛荘町市９１７－７ 

ＴＥＬ 0749-42-2620 

ＦＡＸ 0749-42-6535 

Mail address × 

区分 無床診療所 

担当科 婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日  

 

 

 ホームページでご確認ください 

夜診の有無及び時間帯 

受付時間 

予約制の有無 

担当医 

診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 



４７ 佐藤クリニック（長浜市） 

医療機関 佐藤クリニック 

所在地 
〒526-0033  

長浜市平方町 1240 番地 

ＴＥＬ 0749-65-0100 

ＦＡＸ 0749-65-5666 

Mail address e-service@sato-clinic.com 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 月・水・金 １６：００～１９：００ 

受付時間 ① ８：３０～１２：３０ ②１５：３０～１８：３０  

予約制の有無 ○ 

担当医 佐藤重恭 

診療科 産婦人科 

診療曜日及び時間 上記診察曜日、時間 

泌尿器科との連携の有無 ○ 院外の泌尿器科医を紹介している 

４８ 市立長浜病院（長浜市） 

医療機関 市立長浜病院 

所在地 
〒526-8580 

長浜市大戌玄町３１３番地 

ＴＥＬ 0749-68-2300 

ＦＡＸ 0749-65-1259 

Mail address × 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ① ７：３０～１１：３０ 

予約制の有無 ○（事前電話予約） 

担当医 林 嘉彦 桂 大輔 樋口明日香 岩松笑美 

診療科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 

火 ＡＭ 

水 ＡＭ・ＰＭ 

金 ＰＭ 

火 ＡＭ 

木 ＡＭ 

金 ＡＭ 

月・水 ＡＭ 

火・金 ＰＭ 

 

火・水 ＰＭ 

金   ＡＭ 

泌尿器科との連携の有無 
○ 院内で泌尿器科医の診察を受ける体制がある 

（診察曜日、時間：月～金 ＡＭ・ＰＭ） 



４９ 長浜赤十字病院（長浜市） 

医療機関 長浜赤十字病院 

所在地 
〒526-8585 

長浜市宮前町１４－７ 

ＴＥＬ 0749-63-2111 

ＦＡＸ 0749-63-2119 

Mail address nag@nagahama.jrc.or.jp 

区分 ３００床以上の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ① ７：３０～１２：００ 

予約制の有無 ○ 

担当医  

 ホームページでご確認ください 診療科 

診療曜日及び時間 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

５０ 橋場レディスクリニック（長浜市） 

医療機関 橋場レディスクリニック 

所在地 
〒526-0032 

長浜市南高田町５－８ 

ＴＥＬ 0749-63-5555 

ＦＡＸ 0749-65-2156 

Mail address × 

区分 有床診療所 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金・土 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ① ８：３０～１２：００ ②１４：３０～１８：００ 

予約制の有無 ○ 

担当医 橋場研治 橋場信之 

診療科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 

月・火・水・土 ＡＭ 

月・金     ＰＭ 

木（第２・４・５）ＡＭ・ＰＭ 

月・金 ＡＭ 

火   ＰＭ 

木（第１・３）ＡＭ・ＰＭ 

泌尿器科との連携の有無 × 



５１ 高島市民病院（高島市） 

医療機関 高島市民病院 

所在地 
〒520-1121 

高島市勝野１６６７番地 

ＴＥＬ 0740-36-0220 

ＦＡＸ × 

Mail address × 

区分 １００～３００床未満の病院 

担当科 産婦人科 

不妊治療の実施 一般診療で実施 

診療曜日 月・火・水・木・金 

夜診の有無及び時間帯 × 

受付時間 ① ８：１０～１１：００ 

予約制の有無 ○ 

担当医 黒瀬高明 多田博文 

診療科 産婦人科 産婦人科 

診療曜日及び時間 月・金 火・木 

泌尿器科との連携の有無 × 

 

 
 
 
 
 


