
社会保険滋賀病院 医療法人社団エルシーエー日吉台診療所
大津赤十字病院 松本ペインクリニック
滋賀里病院 吉田クリニック
山岡医院 角谷内科医院
久保井医院 仰木の里クリニック
栗本医院 本谷医院
天崎医院 浜大津まつだ医院
波田医院 医療法人社団 井上医院
伊藤内科医院 田中皮フ科医院
野々垣医院 琵琶湖リハビリセンター
駒井眼科医院 山田内科医院
山中医院 (医)社団湖光会もみじが丘診療所
石山医院 林医院
高橋医院 坂本医院
大島内科医院 医療法人岡本医院
中田医院 医療法人 大高医院
竹内医院 山元医院分院
上原医院 医療法人社団さいき整形外科
植村小児科医院 北雄琴クリニック
石場診療所 医療法人湖光会湖山クリニック
西村医院 林クリニック
村井産婦人科医院 おち医院
堀産婦人科院 山元整形外科医院
藤尾診療所 桜谷診療所
木下医院 緑ヶ丘クリニック
村田医院 大西クリニック
山添医院 山口医院
永井医院 佐々木医院
大西医院 龍谷大学瀬田診療所
大津市民病院 藤澤医院
樹下診療所 たかはし小児科循環器科医院
木村医院 はやし眼科医院
琵琶湖病院 植村クリニック
大高医院 おの医院
藤野小児科医院 山岡医院
中山病院 よしかわ医院
伊藤医院 あしはら整形外科
清水医院 大西皮フ科形成外科医院
田島外科 さかもと医院
横田眼科医院 医療法人 藤井医院
宮川医院 つつみ眼科
浅嶋耳鼻咽喉科医院 （医）湖明会たかはし小児科医院
瀬田医院 医療法人輝生会 小西医院
的場医院 林診療所
三宮医院 池野医院
岡本医院 谷医院
木下医院桐生診療所 高山クリニック
小澤耳鼻咽喉科医院 田中クリニック
堅田病院 かやの浦小林診療所
松島産婦人科 医療法人 伊豆蔵医院
大田医院 まつだ内科胃腸科
高岡小児科医院 小児科おくだ医院
奥村医院 さいとう整形外科

滋賀県特定疾患治療研究事業 委託契約医療機関一覧（県内）
こちらに記載された医療機関であればどこでも受診できます。

大津市



西村外科医院 瀬田耳鼻咽喉科
膳所診療所 しみず小児科内科医院
藤岡内科医院 はえうち診療所
木ノ岡診療所 曽田医院
駒井外科医院 藤野医院
伏木医院 南志賀クリニック
岩波整形外科医院 まつだ医院
坂本病院 藤尾医院
辻小児科医院 医療法人スワン会大澤小児科医院
初田診療所 あそうクリニック
滋賀県職員診療所 小児科 藤井医院
吉田医院 医療法人緑生会南大津クリニック
瀬田三愛小児科 医療法人社団 水谷医院
増田産婦人科 高岡医院
桂田医院 西角三愛小児科
棚橋整形外科 くろづ外科医院
伊豆蔵耳鼻咽喉科 バイオメンタルクリニック
林医院 玉川医院
今井医院 医療法人 野口医院
行森外科 石山眼科クリニック
岡島内科 医療法人誠仁会吉徳医院
三原医院 前田クリニック
野崎皮膚科医院 平田眼科
下嘉医院 あらい整形外科
増田耳鼻咽喉科医院 重永医院
琵琶湖養育院病院 皇子山こどもクリニック
木津医院 こんどう小児科
為我井医院 本郷クリニック
藤田整形外科 ののむら眼科
桑形医院 レイクサイドクリニック
橋本整形外科医院 森岡こどもクリニック
湖南クリニック 矢沢耳鼻咽喉科医院
北村整形外科 桐山皮ふ科
田中診療所 米村小児科
山田整形外科病院 坂部医院
森井眼科医院 医療法人 緑泉会 小泉医院
岡本小児科 こうなみクリニック
大津市上田上診療所 泉内科循環器科医院
青地産婦人科医院 大道医院
小児科伊吹医院 大村整形外科
佐多医院 よこえ皮フ・泌尿器科
木下産婦人科 かわむら医院
粟津診療所 きづみのるクリニック
本田眼科 中井医院
奥田耳鼻咽喉科医院 和邇診療所
琵琶湖中央病院 北沢医院
宮本診療所 小松診療所
曽根医院 小松診療所北比良出張所
村田内科クリニック 諸賀整形外科医院
市川医院 医療法人 金谷クリニック
瀬田クリニック 医療法人湖青会 青木医院
光吉医院 東医院
三品医院 ふくた診療所
整形外科 北村クリニック 池ノ上医院
細田内科医院 大津赤十字志賀病院
松田医院 せと肛門胃腸クリニック
山元医院眼科皮膚科 波田内科医院



北村医院 すぎた耳鼻咽喉科クリニック
もみじが丘診療所 つかだ内科クリニック
瀬田駅前診療所 由良クリニック
琵琶湖胃腸病院 森寺眼科医院
高槻医院 田井中内科医院
藤井内科医院 医療法人 良善会 ひかり病院
大高医院 ハッピーねもとクリニック
におの浜クリニック 本原内科医院
日高内科胃腸科 西山医院
稲富眼科 いのうえ内科クリニック
内科・循環器科かとう医院 医療法人 藤井医院
鶴岡眼科医院 ひぐちクリニック
貴田耳鼻咽喉科 おおむら内科クリニック
木下内科 あかつき会たけだ医院
永谷皮フ科医院 こうの眼科
瀬田川病院 ひらた医院
打出病院 循環器内科冨岡クリニック
川会内科医院 みやこ皮フ科
饗庭医院 わたなべ湖西クリニック
青木レディスクリニック 藤井医院
医療法人 浜本内科循環器科 いしやまクリニック
金田医院 由良クリニック
医療法人社団加藤内科胃腸科 いのうえ眼科
熊木医院 ほんだクリニック
医療法人社団渡辺産婦人科 瀬古内科クリニック
加藤内科医院 湖都クリニック内科循環器内科
坂本民主診療所 なかじま内科クリニック
医療法人社団ローズ診療所 せきい眼科
琵琶湖大橋病院 おかじまクリニック
小泉医院 田中ファミリークリニック
桂医院 大津真野医院
饗庭医院 医療法人 祐森クリニック
若松医院 やすい総合内科クリニック
本丸 たけだ医院 原田医院
びわこクリニック 大津ファミリークリニック
遠藤クリニック 医療法人社団 理庵 北沢医院
小松診療所南小松出張所 におの浜クリニック
滋賀医科大学医学部附属病院 浜大津まつだ医院
塚本歯科診療所 光吉歯科医院
八木歯科 白櫻会小金沢歯科診療所
木下歯科医院 うえだ歯科医院
中川歯科医院

中神医院 医療法人社団いずみ医院
あなむら診療所 メープル・クリニック
津田医院 白波瀬小児科
中神医院 ひまわり子供クリニック
井上医院 たにむらこどもクリニック
朝日小児科医院 南草津野村病院
松原診療所 コス小児科
久徳医院 北山田診療所
山形医院 やなぎはらクリニック
岡村医院 西岡リウマチ整形外科医院
束田医院 くぼた眼科
入江産婦人科病院 医療法人板谷耳鼻咽喉科
山敷内科医院 加藤内科医院
山田産婦人科病院 富田クリニック

草津市



戸崎胃腸外科 あらい眼科
伊藤医院 医療法人宮本クリニック
村重医院 南草津 野村整形外科
せき川外科 （医）湖幸会たにむらこどもクリニック
宮脇病院 さいクリニック
清水医院 かさやま小児科
瀬川医院 草津クリニック
木村診療所 南草津坂本診療所
中神内科クリニック あさい内科
若草診療所 やまもとクリニック
いずみ医院 つかだ眼科クリニック
岡本医院 松本胃腸科クリニック
耳鼻咽喉科 岸本医院 加藤乳腺クリニック
岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 薬師川眼科
大西医院 なかじま医院
フクダ眼科草津診療所 医療法人上原眼科
医療法人 杉江医院 竹岡診療所
岡診療所 にし内科クリニック
西大路クリニック おうみクリニック
びわこ学園医療福祉センター草津 すぎうら皮ふ科医院
水口クリニック やまみち耳鼻咽喉科
精神医療センター 医療法人 佐竹クリニック
中神医院 草津ハートセンター
須津整形外科 尾松医院
医療法人社団 諸富医院 医療法人芙蓉会 南草津病院
岡森内科医院 近江草津徳洲会病院
矢橋診療所 草津総合病院
立命館診療所分室 なかの医院
中野クリニック 神吉医院
愛滋会 矢倉診療所 いしだ眼科
医療法人 九谷医院 みどり整形外科
滋賀県立障害者総合診療所 あさの内科クリニック
村上整形外科 加地眼科
しづ井上内科 内田内科循環器内科
橋本内科医院 南草津けやきクリニック
はっとり小児科 駒井眼科院
メープル・クリニック 医療法人きのせ歯科

藤本医院 まつかわ小児科
南條医院 きどわき医院
本城医院 山本内科婦人科クリニック
山出医院 ますだ医院
藤井医院 医療法人守山内科クリニック
藤井内科 大橋内科医院
広田医院 西藤こどもクリニック
大橋医院 やまもと小児科
津田内科医院 井上クリニック
青木医院 医療法人社団きどわき医院
西藤小児科医院 ふくだ医院
中西整形外科 ひろたに医院
寺内整形外科・外科 ラポール・クリニック
山本内科胃腸科医院 藤本クリニック
北野医院 峯森内科医院
西藤小児科第二医院 小西醫院
西藤内科医院 医療法人 佐竹医院
守山市野洲郡 休日急病診療所 医療法人 かさはら医院
浜中医院 中川医院

守山市



ひがき歯科医院 うちだクリニック
守山市民病院 徳林クリニック
守山三愛小児科 医療法人社団 安田医院
広永皮膚科 平家眼科クリニック
樋口医院 柴田クリニック
久保産婦人科・皮膚科・内科 県立成人病センター
守山内科クリニック 守山こころのクリニック
県立小児保健医療センター 山岡整形外科医院
明愛産婦人科 守山さくら内科クリニック
医療法人 いしべ耳鼻咽喉科 かいつぶり診療所
滋賀県立心身障害児総合療育センター 井上リウマチ整形外科クリニック
米倉眼科 すずきクリニック
ふくはら内科クリニック 岸本眼科医院
荒堀整形外科 くすのき歯科
渡辺医院 ラポール・クリニック

済生会滋賀県病院 立石医院
大矢医院 増田眼科
競馬共助会関西支部栗東診療所 金沢整形外科クリニック
大宝医院 医療法人社団渡辺産婦人科
梅井外科 まるやま医院
松下外科 医療法人社団 ふじもと医院
安養寺診療所 きづきクリニック
栗東雨森診療所 （医）友仁会 栗東クリニック
医療法人社団三愛小児科診療所 栗東ピースクリニック
樋上循環器科内科医院 なかむら眼科
任医院 ごとう医院
うつのみや医院 ひえだ医院
てはらクリニック まがらクリニック
こびらい生協診療所 あらき内科クリニック
清水整形外科医院 だんの皮フ科クリニック
かのうクリニック びわこ皮フ科
真下胃腸科医院 栗東はた内科医院
医療法人 清瀬こどもクリニック ふれあい診療所
田園歯科医院

井上医院 南医院
廣瀬医院 もりおか小児科医院
びわこ学園医療福祉センター野洲 すぎやま内科
野洲病院 北村眼科
白井医院 たちいり小児科医院
近松医院 山地内科
本田医院 ほりで医院
保井耳鼻咽喉科医院 吉田クリニック
緑王診療所 澤田医院
吉川医院 かねこ整形外科
岸本産婦人科 山田クリニック
伊藤整形外科 なかにし耳鼻咽喉科
山田医院 宮本整形外科
平田医院 藤井医院
医療法人 森野内科胃腸科 桜井皮ふ科医院
医療法人 三宅医院 ちかもち内科医院
田中医院 えとうクリニック
湖南病院 遠田整形外科
やすだ眼科 かねだ歯科医院

公立甲賀病院 今村医院
甲賀市

野洲市

栗東市



甲賀郡休日急患診療所 中西医院
水口病院 医療法人社団 太田医院
西川医院 古西医院
隠岐医院 にしざわ眼科クリニック
隠岐医院出張所 こんどう医院
大原医院 カヤマ耳鼻咽喉科医院
恒矢医院 平川クリニック
河村医院 速水医院
山中医院 医療法人社団仁生会甲南病院
和田耳鼻咽喉科医院 村上整形外科クリニック
甲賀市立信楽中央病院 医療法人寺井医院
大久保医院 田代外科・整形外科医院
信楽町中央病院多羅尾出張所 中川内科医院
田崎医院 医療法人社団 平川クリニック
川端医院 あん医院
久保医院 (医)高志会 竹内整形外科
木村医院 たなか小児科医院
今西医院 しがらきクリニック
甲賀中央診療所 野崎医院
水口眼科医院 うだ医院
フル外科胃腸科 深井クリニック
信楽町中央病院朝宮出張診療所 佐藤眼科
甲賀市立甲南診療所 かりゆしクリニック
信楽町中央病院田代出張診療所 甲賀市水口医療センター
医療法人 岩谷医院 ハートクリニックこころ
山田外科医院 谷口接骨院
真岡歯科医院 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院

湖南市国保夏見診療所 みどりの村診療所
林医院 かどや眼科
林外科医院 ふじた医院
武田医院 小川診療所
滋賀県立近江学園医局 カズ皮フ科医院
中村医院 のむら小児科
湖南市立湖南労働衛生センター かわだ眼科医院
荒川外科医院 ほしやま内科医院
甲西町菩提寺診療所 梅村こどもクリニック
甲西町国保岩根診療所 深野内科医院
甲西リハビリ病院 湖南市立石部医療センター
菊田医院 佐野医院
生田病院 医療法人荒川クリニック
中森デンタルオフィス スマイル歯科
夏見歯科医院

ヴォーリズ記念病院 鶴崎産婦人科医院
財団法人青樹会八幡青樹会病院 山本医院
太田産婦人科 医療法人社団折田医院
杉原医院 宮下医院
伊良子医院 医療法人社団堀江医院
中村医院 医療法人社団久我内科医院
浅野医院 たに整形外科
近江八幡休日急患診療所 もりの内科循環器科
川端医院 田原整形外科
松澤医院 宮腰内科医院
医療法人社団柴田医院 よりずみ医院
石塚医院 久保医院
川嶋医院 医療法人社団 おかもと眼科

近江八幡市

湖南市



林内科医院 若林クリニック
松原皮膚科医院 にしはら耳鼻咽喉科
沖島診療所 関川医院
小西医院 たかだ内科医院
水原眼科 近江八幡市立総合医療センター
竹園医院 広田クリニック
水原医院 医療法人中村歯科医院
富永歯科医院 氏家歯科医院
井田歯科

国立病院機構滋賀病院 神崎中央病院
出目医院 東近江市永源寺診療所
鳥越医院 東近江市あいとう診療所
中沢医院 東近江市湖東診療所
八日市市休日急患診療所 高畑医院
武地医院 山口医院
東近江敬愛病院 医療法人松尾医院
医療法人社団宮路医院 寺井産婦人科院
中村医院 小田原医院
沖野診療所山田内科 金岡医院
おざき内科医院 東近江市立蒲生病院
わたなべ小児科医院 東近江市立能登川病院
(医)社団明光会 村田眼科医院 つたむね眼科
澤井医院 こすぎクリニック
青葉メディカル えがわ整形外科
青葉病院 吉川整形外科クリニック
在田医院 そのだ耳鼻咽喉科
医療法人厚生会 明愛眼科 大林内科循環器科
むらた皮ふ科クリニック 水谷整形外科医院
つちだ内科医院 あおき皮フ科
小山眼科クリニック こやま整形外科医院
蒲生病院長峰診療所 蒲生病院鋳物師診療所
古道医院 近江温泉病院
小串医院 城医院
桝田医院 医療法人社団昴会湖東記念病院
井田歯科東診療所 にしざわ歯科医院
木村歯科医院 真成会 たつやま歯科医院

八坂診療所 中西医院
田中医院 医療法人井関診療所
小林医院 土屋医院
木村医院 南彦根クリニック
奥野小児科医院 ふじせき医院
尾田医院 塚本医院
高崎医院 高原アイ・クリニック
岡田医院 橘地医院
松本医院 田口診療所
小森医院 友仁山崎病院
神野レディースクリニック 中橋整形外科クリニック
久保田医院 ひまわり診療所
山崎外科医院 医療法人尾田医院
田口医院 医療法人蒼明会橋添眼科
苗村医院 徳田医院
辻村産婦人科 医療法人ひろた皮ふ科医院
眼科 山根医院 石川耳鼻咽喉科
園田耳鼻咽喉科医院 医療法人おくの内科
高村外科 橋本医院

東近江市

彦根市



西川医院 医療法人たかはし整形外科
安澤内科診療所 医療法人高山内科循環器科
中井眼科診療所 彦根市立病院
中島整形外科医院 医療法人いいい会 せい医院
白石外科 菅原メンタルクリニック
勝馬医院 かさい整形外科
横野医院 田中クリニック
今村医院 松木診療所
川脇内科 しみずクリニック
国井医院 山下医院
江竜皮ふ科 ふせクリニック
伊藤整形外科 おおはし内科循環器科クリニック
堤医院 すみよしクリニック
成美記念クリニック 松井クリニック
杉本整形医院 彦根中央病院
彦根休日急病診療所 ヒフ科クリニック山本
池田クリニック たなか小児科
きたむら内科医院 なかつか内科医院
宮下内科 つじ泌尿器科クリニック
石島医院 いけだ耳鼻咽喉科
曽我医院 目加田眼科
城東眼科 辰巳医院
坂田整形外科 山田クリニック
橘地医院 光吉医院
三希子歯科 むとう歯科医院
彦富歯科医院 太陽歯科医院

林医院 河村医院
池田医院 医療法人社団昴会日野記念病院
藤田医院 にしぶち医院
樋口医院 岡診療所
鎌掛診療所 竜王町国保診療所弓削出張所
南比佐診療所 弓削メディカルクリニック
東桜谷診療所 どひ整形外科クリニック
松尾診療所 医療法人あいさか小児科
竜王町国保診療所 よこた眼科クリニック
朝日医院 医）しもいけメディカルクリニック
竜王町国民健康保険診療所（歯科）

中村医院 野口小児科
池田医院 中川クリニック
上林医院 石川医院
北村医院 医療法人 矢部医院
成宮内科医院 世一クリニック
成宮産婦人科医院 医療法人成宮クリニック
北村歯科医院 ふれあい歯科医院
宮川歯科医院

豊郷病院 大辻医院川相診療所
宮尾医院 小菅医院多賀診療所
重森医院 おした整形外科医院
大辻 たけは内科医院
若松医院 医）おした整形外科医院
藤本歯科医院 いとう歯科

長浜赤十字病院 小林クリニック
新宅医院 岡崎医院

蒲生郡

愛知郡

犬上郡

長浜市



澤田医院 はなの木下坂クリニック
堤佐仲堂医院 佐藤クリニック
渡辺医院 アップルクリニック
長浜青樹会病院 つつみクリニック
高田産婦人科医院 かねい皮ふ科クリニック
西川医院 くもん医院
医療法人紫水会垣見医院 医療法人 布施クリニック
岡野外科診療所 社会福祉法人びわこ学園 長浜診療所
澤医院 出口皮フ科
華房クリニック おくだ医院
湖北休日急患診療所 森上内科循環器科クリニック
北嶋医院 おぐり眼科クリニック
岩本整形外科 おしたにクリニック
若森医院 あざいリハビリテーションクリニック
弓削内科医院 嶋田ファミリークリニック
堤内科医院 橋本医院
松原耳鼻咽喉科 中川医院
内科胃腸科 西島医院 東川クリニック
中西医院 市立長浜病院
橋場産婦人科 浅井診療所
白川眼科クリニック 医療法人順清会 小林クリニック
クリニック・ムライ おくのこどもクリニック
三愛眼科 佐野クリニック
筧医院 医）愛帆会 よしだクリニック
澤田医院 尾崎眼科
東野医院 虎姫診療所
医療法人 近藤クリニック 長浜市立湖北病院
医療法人下坂クリニック たきはた眼科
岩嵜医院 中之郷診療所上丹生出張診療所
岩崎医院 上松医院
岩崎医院鍛冶屋分院 布施医院
安達クリニック 駒井医院
佐々木医院 前川医院
小谷診療所 安井医院
辻医院 寺村医院
今村医院 伊香郡消防組合 休日急患診療所
びわ町国保診療所 長浜市立湖北病院中河内診療所
江村医院 中之郷診療所
太田医院 雨森医院
東診療所 湖北総合病院杉野診療所
湖北グリーブクリニック 塩津診療所
源内クリニック 岩根医院
みやこクリニック 医療法人社団 布施内科医院
さざなみ整形外科 永原診療所
中之郷診療所今市出張診療所 荻野医院
川崎歯科医院

伊吹町国保伊吹診療所 伊吹町国保吉槻診療所
角田医院 伊吹町伊吹診療所大久保出張所
滝上医院 北村医院
井関医院 伊吹町吉槻診療所板並出張所
北村分院 中西診療所
田辺医院 びわ湖池田診療所
河合外科医院 近江長岡水野医院
泉医院 近江長岡水野医院甲津原分院
泉医院 多和田出張所 医療法人社団柴田医院
三浦医院 北村内科循環器科医院

米原市



和田医院 米原市国民健康保険米原診療所
柴田医院 松下医院
山東町国保柏原診療所 伊藤内科医院
米原市国民健康保険吉槻診療所 医療法人 かしはら診療所
吉田内科クリニック いそクリニック
米原市国民健康保険近江診療所 おおはらクリニック
かがい医院 工藤神経内科クリニック
地域包括ケアセンターいぶき

菊本医院 湖西クリニック
多胡医院 医療法人社団安井医院
東医院 藤井医院
眼科山本医院 氷室内科医院
安藤医院 宮本整形外科クリニック
薬師川医院 医療法人かおり会 本多医院
徳本医院 はれやま眼科
立川内科医院 医療法人中西眼科医院マキノ診療所
高島市国民健康保険朽木診療所 医療法人 土田医院
高島市民病院 今津病院
高島市民病院平良出張診療所 おかだ小児科医院
愛隣クリニック 医療法人かおり会 藁園本多医院
マキノ病院 マキノ駅前診療所
高島市民病院針畑診療所 林田医院
前川クリニック まつもと整形外科
澤村医院 片岡クリニック
浮田医院 あいりんクリニック
本多医院 医）小林クリニック
小篠医院 やまにしクリニック
多胡クリニック

高島市


