
肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(大津市診療所)

医療機関名 所在地 電話

いのうえ内科クリニック 大津市桜野町二丁目4-7 パデシオン西大津１階 077ー510ー2810

さかもと医院 大津市長等二丁目3-38 077ー526ー8088

医療法人湖秀会藤岡内科医院 大津市黒津二丁目2-3 077ー536ー3522

医療法人誠仁会吉徳医院 大津市里五丁目2-14 077ー546ー5225

谷医院 大津市秋葉台6-39 077ー526ー8448

上原医院 大津市神領三丁目7-20 077ー558ー6333

せと肛門胃腸クリニック 大津市小野375-1 077ー594ー8533

医療法人湖青会青木医院 大津市和邇高城260-1 077ー594ー4018

ハッピーねもとクリニック 大津市御幸町1-27 077ー524ー8899

小泉医院 大津市今堅田二丁目26-15 077ー571ー0575

医療法人社団岡島内科胃腸科医院 大津市大江四丁目19-12 077ー545ー8600

医療法人岡本医院 大津市本堅田一丁目18-21 077ー573ー2838

坂本医院 大津市下阪本六丁目22-10 077ー536ー5260

大道医院 大津市大将軍一丁目15-7 077ー547ー3650

医療法人スワン会大澤小児科医院 大津市下阪本六丁目22-6 077ー578ー3022

医療法人湖明会たかはし小児科循環器科医院 大津市今堅田二丁目8-21 077ー572ー3982

医療法人社団エルシーエー日吉台診療所 大津市日吉台四丁目15-1 077ー579ー3833

ふくた診療所 大津市八屋戸971-5 077ー592ー8003

医療法人金谷クリニック 大津市湖青一丁目1-31 077ー594ー5001

竹内医院 大津市横木1-8-10 077ー522ー4319

前田医院 大津市萱野浦13-11 077ー545ー3395

医療法人石場診療所 大津市石場9-6 077ー522ー7776

医療法人藤井医院 大津市馬場一丁目6-19 077ー526ー1671

医療法人社団湖光会上田上診療所 大津市里平野一丁目17-20 077ー549ー1106



湖山クリニック 大津市平津一丁目17-23 077ー537ー5881

医療法人社団湖光会もみじが丘診療所 大津市里六丁目19-16 077ー546ー3221

医療法人輝生会小西医院 大津市大萱一丁目17-35 077ー543ー3600

いしやま内科整形外科 大津市松原町14-7 077ー574ー7700

医療法人祐森クリニック 大津市和邇中浜460番地の1 077ー594ー5611

たいら内科・消化器内科クリニック 大津市月輪3-33-1　月輪メディカルモール１階 077－548－6372



肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(草津市診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人社団湖光会若草診療所 草津市若草五丁目13-1 077ー564ー2091

せき川クリニック 草津市野村四丁目9-10 077ー564ー3111

岡診療所 草津市野村六丁目14-14 077ー562ー8011

神吉医院 草津市大路二丁目10-7 077ー514ー9012

富田クリニック 草津市西渋川一丁目3-22 077ー566ー0303

医療法人佐竹クリニック 草津市西大路町8-28-102 077ー569ー3678

久徳医院 草津市草津二丁目4-17 077ー567ー5577

医療法人宮本クリニック 草津市上笠四丁目6-6 077ー564ー0878

なかじま医院 草津市追分三丁目1-14 077ー566ー8118

やまもとクリニック 草津市平井二丁目1-1 077－516－2225

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(守山市診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人德林クリニック 守山市守山六丁目8-3 077ー514ー3811

医療法人社団安田医院 守山市吉身一丁目1-9 077ー582ー8282

内科胃腸科 井上クリニック 守山市吉身三丁目14-46 077ー581ー1233



肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(栗東市診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人ひえだ医院 栗東市辻251-5 077ー551ー5388

まるやま医院 栗東市野尻590あかつきビル1F 077ー554ー8881

あらき内科クリニック 栗東市安養寺一丁目1-20-101 077ー553ー4447

医療法人社団てはらクリニック 栗東市手原五丁目6-12 077ー564ー1112

医療法人名照会栗東ピースクリニック 栗東市手原三丁目11-2 077ー553ー3123

まがらクリニック 栗東市十里83-3 077ー551ー1500

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(野洲市診療所)

医療機関名 所在地 電話

ちかもち内科医院 野洲市小篠原2208-1 077ー518ー0511

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(甲賀市診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人寺井医院 甲賀市甲南町希望ヶ丘本町六丁目857-81 0748ー86ー1112

医療法人深井クリニック 甲賀市水口町伴中山3802 0748ー65ー4100

医療法人川端医院 甲賀市土山町徳原451 0748ー67ー0018

医療法人社団平川クリニック 甲賀市水口町東名坂184-2 0748ー63ー6373

公立甲賀病院健診センター 甲賀市水口町松尾１２５６ 0748ー62ー0234



肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(近江八幡市診療所)

医療機関名 所在地 電話

松澤医院 近江八幡市土田町268-3 0748ー32ー4508

医療法人社団柴田医院 近江八幡市鷹飼町北一丁目8-6 0748ー31ー3637

医療法人社団久我内科医院 近江八幡市鷹飼町545-4 0748ー33ー2680

医療法人川端医院 近江八幡市西本郷町東6-7 0748ー38ー0153

医療法人竹園医院 近江八幡市安土町常楽寺590 0748ー46ー2450

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(東近江市診療所)

医療機関名 所在地 電話

東近江市立蒲生医療センター 東近江市桜川西町340 0748ー55ー1175

松尾医院 東近江市躰光寺町604 0748ー42ー6035

東近江市湖東診療所 東近江市横溝町305-1 0749ー45ー0001

島田医院 東近江市八日市金屋二丁目1-7 0748ー22ー0140

鳥越医院 東近江市八日市上之町4-1 0748ー22ー2482

医療法人社団広島外科整形外科医院 東近江市八日市東浜町1-27 0748ー22ー1311

大林内科循環器科
東近江市佐野町397-1
　 東陽オアシス能登川1階B

0748ー42ー5051

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(蒲生郡（日野町、竜王町）診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人しもいけメディカルクリニック 日野町松尾5-59-3 0748ー53ー2324

岡診療所 日野町河原一丁目10 0748ー53ー1155

医療法人社団弓削メディカルクリニック 竜王町弓削1825 0748ー57ー1141



肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(彦根市診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人しみずクリニック 彦根市中央町3-55 0749ー21ー3525

すみよしクリニック 彦根市小泉町106-1-103 0749ー30ー1835

医療法人高山内科循環器科 彦根市日夏町2680-35 0749ー28ー7007

医療法人田中クリニック 彦根市開出今町1516-18 0749ー27ー1611

医療法人優心会中橋整形外科クリニック 彦根市高宮町1793-3 0749ー26ー5088

ふせクリニック 彦根市地蔵町190-8 0749ー46ー3711

おおはし内科循環器科 彦根市後三条町649 0749ー30ー3800

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(犬上郡（甲良町、豊郷町）診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人社団健友会若松医院 甲良町尼子2019-1 0749ー38ー2482

重森医院 豊郷町四十九院867 0749ー35ー2068

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(米原市診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人吉田内科クリニック 米原市宇賀野88-20 0749ー52ー6855

地域包括ケアセンターいぶき 米原市春照58-1 0749ー58ー1222

医療法人緑泉会水野医院 米原市長岡600 0749ー55ー2133

米原診療所 米原市三吉581 0749－54－5311

近江診療所 米原市新庄77-1 0749－54－2127



肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(長浜市診療所)

医療機関名 所在地 電話

医療法人メディカルアート澤田医院 長浜市大宮町5-24 0749ー62ー0875

医療法人社団クリニック・ムライ 長浜市八幡中山町804-4 0749ー65ー2125

医療法人布施クリニック 長浜市列見町45-4 0749ー65ー3811

医療法人順清会小林クリニック 長浜市国友町331 0749ー65ー6060

筧医院 長浜市大東町56 0749ー62ー7330

医療法人みやこみやこクリニック 長浜市湖北町速水2778 0749ー78ー1884

前川医院 長浜市木之本町木之本1324 0749ー82ー2038

岩根医院 長浜市木之本町木之本1112 0749ー82ー2045

にしあざい診療所 長浜市西浅井町大浦2590番地 0749-89-0012

塩津出張診療所 長浜市西浅井町塩津浜1795番地 0749-88-0341

肝炎ウイルス検査協力医療機関一覧(高島市診療所)

医療機関名 所在地 電話

マキノ駅前診療所 高島市マキノ町高木浜一丁目22-15 0740ー28ー8088

医療法人あいりんクリニック 高島市今津町中沼一丁目5-6 0740ー22ー1711


