
(1)医療施設の種類別施設数・病床数 平成27年10月1日現在

歯科診療所 助産所

管　　内 11     2,640  9      1,336  6      868    1      16     2      416    1      4      139    6      78     87     7      

近江八幡市 3      935    2      469    1      102    -      -      1      360    1      4      50     3      41     32     4      

東近江市 7      1,555  6      757    4      726    1      16     1      56     -      -      68     3      37     42     1      

日　野　町 1      150    1      110    1      40     -      -      -      -      -      -      13     -      -      8      -      

竜　王　町 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      8      -      -      5      2      

出典：平成２７年医療施設（静態・動態）調査

(2)医療機関従事者数 平成26年12月31日現在

区　　　分

管　　内

近江八幡市

東近江市

日　野　町

竜　王　町

出典：平成２６年医師歯科医師薬剤師調査（隔年実施）

　　　平成２６年「保健師・助産師・看護師・准看護師、および歯科衛生士・歯科技工士業務従事者届」による（隔年実施）

（従事者数は従業地による。ただし、医師・歯科医師・薬剤師については、その他の従業地および無職者の者を含む。）
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２２．医療機関等の概要  

施設数
施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数

施設数
有床施
設　数
(再掲)

病床数 施設数

病院 一般診療所

総数 一般 療養 結核 精神 感染症

119       28        4         

10        5         13        8         2         43        23        1         

35        12        39        11        

771       67        26        

175       57        156       46        22        910       99        24        

184       42        167       29        18        

看 護 師 歯科衛生士 歯科技工士

404 116 375 94 42 1843 217 55

医　師 歯科医師 薬 剤 師 保 健 師 助 産 師



＜病　　院＞ 〈平成２７年１２月３１日現在〉

病院名 開設者名 診療科目 病床数 郵便番号 所在地 電話番号

ヴォーリズ記念病院
公益財団法人
近江兄弟社

内・消・循・外・呼・呼外・整外・肛・痲・リ
ハ・神内

168 523-8523 近江八幡市北之庄町492 0748-32-5211

近江八幡市立
総合医療センター

近江八幡市
内・消内・循内・小・神内・外・整外・脳外・
産婦・眼・耳・泌・皮・リハ・放・麻・小外・
心外・病診、消外

407 523-0892 近江八幡市土田町1379 0748-33-3151

滋賀八幡病院
公益財団法人
青樹会

精・神・内・消・循・心内 360 523-8503 近江八幡市鷹飼町744 0748-33-7101

独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター

独立行政法人
国立病院機構

内・神内・呼内・消内・循内・血内・小・外・
整外・脳外・呼外・心臓血外・泌・産婦・眼・
耳・リハ・放・麻・歯口外・救・病診・糖内・
精・皮

320 527-8505 東近江市五智町255 0748-22-3030

東近江敬愛病院 医療法人敬愛会
内、外、整外、循、皮、肛外、リハ、放、消
内、麻、脳外、泌、糖代謝内、透内、乳外、リ
ウマチ、消外

154 527-0025 東近江市八日市東本町8-16 0748-22-2222

医療法人社団幸信会
青葉病院

医療法人社団幸信会 内・リハ 98 527-0039 東近江市青葉町1-36 0748-20-1110

神崎中央病院 医療法人医誠会 内・外・整外・皮・耳・泌・リハ・人透内 400 529-1445 東近江市五個荘清水鼻町95 0748-48-5555

医療法人恒仁会
近江温泉病院

医療法人恒仁会 内・皮・リハ・精・歯 352 527-0145 東近江市北坂町966 0749-46-1125

医療法人社団昴会
湖東記念病院

医療法人社団昴会
循・内・小・脳外・外・整外・眼・耳・皮・
泌・放・形外・麻・救急・心血外・呼内・リハ

129 527-0134 東近江市平松町2-1 0749-45-5000

東近江市立
能登川病院

東近江市
内・小・外・整外・リハ・消内・循内・眼・
耳・皮・肛外・神内・脳外・婦・呼内・病診

102 521-1223 東近江市猪子町191 0748-42-1333

医療法人社団昴会
日野記念病院

医療法人社団昴会
内・小・外・整外・脳外・皮・耳・泌・形外・
婦・眼・歯・麻・放・消内・循内・美外・口
外・リハ・乳外・病診・救急

150 529-1642 蒲生郡日野町上野田200-1 0748-53-1201
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２２．医療機関等の概要  



２　医科診療所名簿(五十音別)  

市
町
名

診療所名 診療科目 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

特別養護老人ホーム赤煉瓦の郷診療所 内 523-0084 近江八幡市船木町５９番地３ ３４－７１２３

浅野医院 内・胃腸・放 523-0016 近江八幡市千僧供町２６５ ３７－０２４６

老人ホーム安土荘診療所 内 521-1344 近江八幡市安土町中屋７７１ ４６－２０６５

石塚医院 内・小・消 523-0828 近江八幡市宮内町１８８－６ ３１－３６１８

イチロー内科クリニック 内・循・呼 523-0898 近江八幡市鷹飼町南３－１－１６ ３７－８５００

伊良子医院 内・小 523-0063 近江八幡市十王町９７ ３６－８０１２

うえだウィメンズクリニック 産・婦・歯 523-0031 近江八幡市堀上町１９３－１ ３２－３５１７

東近江行政組合近江八幡休日急患診療所 内・小 523-0892 近江八幡市出町３８１ ３３－１９２１

太田産婦人科医院 産・婦・内 523-0898 近江八幡市鷹飼町南３丁目３－５ ３８－０３４１

医療法人社団おかもと眼科 眼 523-0856 近江八幡市音羽町２４ ３１－２５２５

沖島診療所 内・小 523-0801 近江八幡市沖島町２６８－１ ３３－９７７９

医療法人社団折田医院 内・呼・小・循 523-0893 近江八幡市桜宮町１２１－１ ３３－３２００

医療法人　川端医院 内・小 523-0818 近江八幡市西本郷町東６－７ ３８－０１５３

医療法人　きしだ皮ふ科クリニック 皮 523-0058 近江八幡市加茂町３６６０－１ ３１－０２２０

医療法人社団久我内科医院 内・小・循 523-0891 近江八幡市鷹飼町５４５－４ ３３－２６８０

久保医院 外・内・整・放 523-0887 近江八幡市西元町２０ ３６－７００１

医療法人社団こだま耳鼻咽喉科医院 耳咽 523-0891 近江八幡市鷹飼町１５２９－１ ３３－８７７７

小西医院 外・内・小・胃 523-0891 近江八幡市鷹飼町１５１３ ３３－３３２２

医療法人社団柴田医院 内・消 523-0891 近江八幡市鷹飼町北１－８ー６ ３１－３６３７

特別養護老人ホーム水茎の里医務室 内・小・外 523-0072 近江八幡市牧町１８８５ ３３－５３２１

杉原医院 内・麻・小 521-1332 近江八幡市安土町東老蘇1170-3 ４３－１７８６

1
0
2

　
　
　
　
近
江
八
幡
市

                       【平成27年12月31日現在】



２　医科診療所名簿(五十音別)  

市
町
名

診療所名 診療科目 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

                       【平成27年12月31日現在】

関川医院 内・呼 523-0898 近江八幡市鷹飼町南３丁目１－１４ ３７－６１９１

たかだ内科医院 内・胃・循・アレ 523-0033 近江八幡市日吉野町６７５ ３３－１２０３

医療法人竹園医院 内・外・小 521-1351 近江八幡市安土町常楽寺５９０ ４６－２４５０

医院法人社団顕仁会たに整形外科 整 523-0894 近江八幡市中村町６５４ ３３－１６１０

田原整形外科 整・リハ・リウマチ 523-0032 近江八幡市白鳥町４８－２ ３３－１７８０

医療法人正志会 正志会ちとせ長命診療所 泌、内、透泌、小、小外 523-0808 近江八幡市長命寺町字東出３７番１ ３１－０１０７

まつおファミリークリニック 内・外・肛、皮・ペ内 523-0891
近江八幡市鷹飼町１４８５－６O・Hビル近江
八幡

３２－３２５５

松澤医院 内・消・循・小・ア 523-0082 近江八幡市土田町２６８－３ ３２－４５０８

医療法人社団まつだクリニック
外・整・内・胃・肛・皮・麻・
リハ

523-0893 近江八幡市桜宮町２１１－３ ３３－２７０３

医療法人社団松原皮膚科医院 皮 523-0893 近江八幡市桜宮町３０４ ３３－１８７３

水原眼科 眼 523-0893 近江八幡市桜宮町２９９ ３６－７５８５

水原医院 内・循・小・外 521-1343 近江八幡市安土町小中２１８ ４６－６６１１

医療法人宮腰内科医院 内・消・小 523-0032 近江八幡市白鳥町２６－１ ３２－００２８

宮下医院 外・整外・内・肛・胃腸 523-0813 近江八幡市西本郷町８１－１ ３７－５１１４

特別養護老人ホーム安土やすらぎの郷診療所 内 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦４１４１ ５７－３３３３

山本医院 内・小・消・循 523-0871 近江八幡市新町３－６ ３２－３３１１

よりずみ医院 内 523-0056 近江八幡市古川町１１７３－４７ ３３－７５３３

若林クリニック 泌・内 523-0886 近江八幡市西末町１８－１ ３１－３６０１

東近江市あいとう診療所 内・小・整 527-0162 東近江市妹町２９ 0749-46-8030

あおき皮フ科 皮・美皮・形外 521-1235 東近江市伊庭町２３６ ３６－３６７０

医療法人社団幸信会青葉メディカル
内・呼・消・循・放・リハ・
小・脳外・脳内

527-0039 東近江市青葉町１番４６号 ２２－５０００

在田医院 内・循・呼 527-0085 東近江市下羽田町５１－３ ２５－５０８０
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２　医科診療所名簿(五十音別)  

市
町
名

診療所名 診療科目 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

                       【平成27年12月31日現在】

いがわ耳鼻咽喉科 耳咽・ア 521-1222 東近江市佐野町３９７－１ ４２－４４８７

東近江市鋳物師診療所 内 529-1522 東近江市鋳物師町７０８ ５５－０４０６

東近江市永源寺診療所 内・小・整 527-0231 東近江市山上町１３５２ ２７－１１６０

東近江市永源寺東部出張診療所 内・小 527-0204 東近江市蓼畑町５１０ ２９－０００１

えがわ整形外科 整・リハ 527-0023 東近江市八日市緑町６－１０ ２４－０３０３

大林内科循環器科 内・循・呼 521-1222 東近江市佐野町３９７－１ ４２－５０５１

社会福祉法人日野友愛会特別養護老人ホーム沖野原医務室　　　　　　　　　　　　　　 内・脳神 527-0034 東近江市沖野三丁目１０－１８ ２２－７５５５

医療法人社団小串医院 内・外・放・小 529-1431 東近江市五個荘山本町８３ ４８－２０５３

奥田医院 内・婦・漢 527-0012 東近江市八日市本町５－９ ２２－０２１９

おざき内科医院 内・消・循 527-0091 東近江市小脇町２４０１－８ ２３－１９１１

小田原医院 内・小・循 521-1223 東近江市猪子町４３０ ４２－０３４６

医療法人笠原レディースクリニック 産・婦 527-0091 東近江市小脇町２４０１－６ ２２－２１０１

金岡医院 内・消・循・小・リハ 521-1222 東近江市佐野町２８２－７ ４２－７３３３

東近江市蒲生医療センター
内・外・小・眼・整外耳咽・
脳外・放・リハ

529-1572 東近江市桜川西町３４０ ５５－１１７５

特別養護老人ホームカルナハウス医務室 内・外 527-0001 東近江市建部下野町７９７ ２３－３２５０

地域密着型特別養護老人ホームきいと医務室 内 529-1431 東近江市五個荘山本町８３ ４８－７５０１

特別養護老人ホーム菊水園診療所 内 527-0115 東近江市下里町７８９ 0749-45-1518

京セラ株式会社滋賀八日市工場健康管理室 内 527-0073 東近江市蛇溝町１１６６－６ ５５－５６４６

京セラ株式会社滋賀蒲生工場健康管理室 内 529-1571 東近江市川合町１０－１ ５５－１２１１

厚生労働省第二共済組合東近江総合医療センター診療部 内・外・小・整外・歯 527-8505 東近江市五智町２５５ ２２－３０３０

こすぎクリニック 内・外・皮・リハ 527-0174 東近江市大萩町４６ 0749-46-8000

東近江市湖東診療所 内・小・リハ・整外 527-0121 東近江市横溝町３０５－１ 0749-45-0001

特別養護老人ホームこぼしの家診療所 内 527-0074 東近江市市辺町３４７７ ２０－０５１１
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２　医科診療所名簿(五十音別)  

市
町
名

診療所名 診療科目 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

                       【平成27年12月31日現在】

小山眼科クリニック 眼 527-0011 東近江市八日市浜野町４８７－１ ２５－００６５

医療法人社団こやま整形外科医院 整外・リュウマチ・リハ 527-0073 東近江市蛇溝町１８０ ３６－３９３４

さつき診療所 内・小・循内 529-1532 東近江市市子松井町１９１－４ ５５－３３５５

澤井医院 小、小皮 527-0023 東近江市八日市緑町４－１０ ２５－１２０１

島田医院 内・小・循 527-0028 東近江市八日市金屋２丁目１－７ ２２－０１４０

特別養護老人ホーム清水苑医務室 内 529-1441 東近江市五個荘川並町２６８ ４８－５０００

そのだ耳鼻咽喉科 耳咽 527-0023 東近江市八日市緑町３－２ ２４－３３８７

高畑医院 内・消・小 529-1501 東近江市石塔町２３６－１ ５５－３５１１

武地医院 胃腸・内 527-0022 東近江市八日市上之町８－２７ ２３－６１７３

医療法人竹中医院 内・胃・小 527-0121 東近江市小池町５３１－２ 0749-45-1100

特別養護老人ホーム玉園ハイム内診療所 内 527-0064 東近江市尻無町１１７０－３ ２３－６８８６

つたむね眼科 産・婦・内・外・小・リハ 521-1222 東近江市佐野町６７０ ４２－００３６

つちだ内科医院 内・循内・呼 527-0023 東近江市八日市緑町３－６ ２０－０８０８

出目医院 整・リハ・外・内 527-0013 東近江市東中野町１－１２ ２２－２０７２

寺井産婦人科院 眼 521-1222 東近江市佐野町２８２－５ ４２－５３１８

トッパングループ健康保険組合 滋賀診療所 内・歯 527-0046 東近江市妙法寺町１１０１－２０ ２４－３５００

鳥越医院 内・アレ・リウマチ・小 527-0023 東近江市八日市上之町４－１ ２２－２４８２

中沢医院 内・小 527-0073 東近江市蛇溝町１２０ ２２－０２４０

東近江市長峰診療所 内 529-1551 東近江市宮川町２４４－９２１ ５５－１１８５

中村医院
内・小・循内・消内・呼内・
放・リハ

527-0046 東近江市市妙法寺町８８０－１ ２２－８５８８

日本電気硝子能登川診療所 内 521-1211 東近江市今町９０６ ４２－２２５５

布引内科クリニック
内・糖内・内分泌・腎内・人
透内

527-0072 東近江市布引台1丁目９８０ ２０－１２５５

小規模特別養護老人ホームのとがわ医務室 内 521-1201 東近江市新宮町５４７ ４２－７０２５
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２　医科診療所名簿(五十音別)  

市
町
名

診療所名 診療科目 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

                       【平成27年12月31日現在】

特別養護老人ホーム能登川園医務室 内 521-1201 東近江市新宮町５４７ ４２－３３７７

パナソニック株式会社アプライアンス社ランドリー・クリーナー事業部八日市健康管理室 内 527-0051 東近江市林田町１５００ ２３－１１４１

パナホーム株式会社本社工場健康管理室 内・外・整 527-0124 東近江市下岸本町１０ 0749-45-1551

滋賀県東近江保健所 －－－ 527-0023 東近江市八日市緑町８－２２ ２２－１２５３

東近江行政組合東近江休日急患診療所 内・小 527-0045 東近江市中小路町４８３－４ 22-5020

医療法人社団広島外科整形外科医院 外・整・皮・泌・リハ・内 527-0021 東近江市八日市東浜町１－２７ ２２－１３１１

古道医院 内・小・循 529-1404 東近江市宮荘町６８１－２ ４８－６２３３

医療法人桝田医院 内・小 527-0224 東近江市市原野町２２２５ ２７－００６２

松尾医院 内・小・消内・肛外・外・皮 521-1205 東近江市躰光寺町６０４ ４２－６０３５

水谷整形外科医院 整、リウマチ、リハ 521-1221 東近江市垣見町１５９８－１ ２６－２８１１

緑町診療所 内・産・小 527-0023 東近江市八日市緑町２０－１２ ２３－６２７６

医療法人社団宮路医院 内・小 527-0014 東近江市西中野町３－１６ ２２－００５５

医療法人社団明光会村田眼科医院 眼 527-0023 東近江市八日市緑町１－７ ２４－２１２１

むらた皮ふ科クリニック 眼 527-0023 東近江市八日市緑町１－７ ２４－２１２１

明愛眼科 皮・ア 527-0012 東近江市八日市本町３－４ ２５－５２７０

特別養護老人ホームもみじ診療所 眼 527-0012 東近江市八日市本町３－４ ２４－９１００

山口医院 内・循・呼・消 527-0033 東近江市東沖野３丁目９－３ ２２－８８６３

やまぐち内科クリニック 産婦・内・人透 521-1225 東近江市山路町２９０７ ４２－１１３５

医療法人社団山崎クリニック 内・小 521-1221 東近江市垣見町６８２ ４２－０１２５

沖野診療所山田内科 内 527-0212 東近江市永源寺高野町４３１－２ ２７－２０３１

吉川整形外科クリニック 内 529-1444 東近江市五個荘石塚町２４－７ ４３-２３００

レイメイクリニック 整・リウマチ・リハ 521-1222 東近江市佐野町１９５－１ ４３－６１２０

わたなべ小児科医院 小・内 527-0034 東近江市沖野１丁目５－３８ ２３－８８１１
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２　医科診療所名簿(五十音別)  

市
町
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診療所名 診療科目 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

                       【平成27年12月31日現在】

あいさか小児科 内・小・皮・放 529-1603 蒲生郡日野町大窪１０１０－１ ５２－００５７

医療法人社団朝日医院 小・アレ・内 529-1601 蒲生郡日野町松尾２－８８－７ ５３－８１３９

岡診療所 外・内・小・整・麻・肛・皮 529-1602 蒲生郡日野町河原１丁目１０番地 ５３－１１５５

鎌掛診療所 内・小 529-1631 蒲生郡日野町鎌掛２２９２ ５２－０６１５

河村医院 内・小 529-1644 蒲生郡日野町内池３７２ ５２－００７２

老人ホームさつき荘診療所 内 529-1652 蒲生郡日野町小御門２０１－１ ５２－０７７４

医療法人しもいけメディカルクリニック 内・循・呼・リウマチ・小 529-1601 蒲生郡日野町松尾５－５９－３ ５３－２３２４

東洋アルミニウム株式会社日野製造所健康管理室 内 529-1608 蒲生郡日野町大谷３４１－１４ ５３－１１５１

医療法人どひ整形外科クリニック
整・外・内・皮・リウマチ・リ
ハ

527-0073 東近江市蛇溝町１８０ ３６－３９３４

特別養護老人ホーム白寿荘診療所 内 529-1601 蒲生郡日野町松尾３５９ ５２－５６１６

ひのたに園診療所 内・精 529-1601 蒲生郡日野町松尾１２１ ５２－０６４５

特別養護老人ホーム誉の松診療所 内 529-1634 蒲生郡日野町深山口５２４ ５３－０２６１

医療法人扶佐会よこた眼科クリニック 眼・小児眼・神経眼 529-1601 蒲生郡日野町松尾１１８９ ５２－１３４１

石塚内科クリニック 整外・リウマチ・ペ外・リハ 520-2552 蒲生郡竜王町大字小口１６５８－１ ２８－１１００

医療法人かりもと整形外科クリニック 内・消内 520-2552 蒲生郡竜王町大字小口１６５８－１ ５８－００２５

ダイハツ工業（株）滋賀（竜王）工場第１診療所 内・外 520-2531 蒲生郡竜王町山之上２９１０ ５７－０２２１

ダイハツ工業（株）滋賀（竜王）工場第２診療所 内・外・整・肛・リハ・麻 520-2531 蒲生郡竜王町山之上３０００ ５７－１５１０

にしぶち医院 内・小・泌 520-2561 蒲生郡竜王町須恵８１４－９３ ５８－２９３２

特別養護老人ホーム万葉の里診療所 内 520-2531 蒲生郡竜王町山之上６３２ ５７－２１００

医療法人社団弓削メディカルクリニック 内・小 520-2501 蒲生郡竜王町弓削１８２５ ５７－１１４１

竜王町国民健康保険診療所（内科） 内・小 520-2531 蒲生郡竜王町山之上１２４７－２ ５７－０６１０
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２　歯科診療所名簿(五十音別)

市町名 診療所名 診療科目 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

あかい歯科医院 歯、小児、矯正、歯口外 523-0043 近江八幡市池田本町１１０１－８ ３２－２２２３

あさひ歯科クリニック 歯・小児・矯正・歯口外 523-0891 近江八幡市鷹飼町南３丁目５－８ ３７－５５５４

安土デンタルクリニック 歯・矯正 521-1341 近江八幡市安土町上豊浦１３６７ ４６－４７９７

磯部歯科医院 歯 523-0891 近江八幡市鷹飼町７１１－１ ３７－７２７２

井田歯科医院武佐診療所 歯・小児・矯正 523-0012 近江八幡市武佐町５８６－３ ３７－７８６１

医療法人伊東歯科クリニック 歯・小児・矯正 523-0891 近江八幡市鷹飼町北３丁目７－６ ３４－６０９１

氏家歯科医院 歯 523-0893 近江八幡市桜宮町２１０－１４ ３６－８７３８

おおまえ矯正歯科 歯・小児・矯正・歯口外 523-0892 近江八幡市出町９１７－２ ３２－０２３３

尾賀歯科医院 歯 523-0869 近江八幡市魚屋町上１８ ３２－２８１３

岡田歯科医院 歯・小児・矯正 523-0058 近江八幡市加茂町３６２４－２ ３２－２１０２

鎌田歯科医院 歯 523-0041 近江八幡市中小森町３０３－５ ３４－８０６３

北村歯科医院 歯科 523-0862 近江八幡市仲屋町中１９ ３２－２５１３

クラウド歯科 歯、小児、矯正、歯口外 523-0894 近江八幡市中村町２１－１２ ３３－１１００

くらがき歯科医院 歯・小児 523-0031 近江八幡市堀上町３４５－１５ ３１－３５３８

サンロード黒岩歯科 歯・小児・矯正・歯口外 523-0891 近江八幡市鷹飼町５７１番地 ３１－２７１１

医療法人宿院歯科医院 歯・小児・矯正 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦９２２１－２ ４６－５６８２

せんだ歯科クリック 歯・小児・歯口外 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦２８３３－１ ４６－２７０１

高田歯科医院 歯 523-0061 近江八幡市江頭町４２１ ３２－８８４６

立木歯科医院 歯 523-0876 近江八幡市本町４－２ ３３－２０３８

出町歯科クリニック 歯 523-0892 近江八幡市出町６７６－１ ３６－６２２３

寺尾歯科医院 歯・小児 523-0062 近江八幡市丸の内町４－４８ ３２－２８６８

富永歯科医院 歯 523-0016 近江八幡市千僧供町５９１－１ ３７－７００２

医療法人中村歯科医院 歯 523-0056 近江八幡市古川町１１７３－５０ ３３－９１７６
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２　歯科診療所名簿(五十音別)

市町名 診療所名 診療科目 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

                       【平成27年12月31日現在】

八幡駅前歯科 歯・小児・矯正・歯口外 523-0891 近江八幡市鷹飼町５７７ ３１－３６７７

フジ歯科クリニック 歯、小児、矯正、歯口外 523-0032 近江八幡市白鳥町８ ３３－２８２４

藤関歯科医院 歯 521-1341 近江八幡市安土町上豊浦１２１３－１ ４６－４５６７

（医法）湖翔会ふるかわ歯科クリニック 歯・小児 523-0891 近江八幡市鷹飼町南一丁目４－７ ３７－８８２２

市田歯科医院 歯・小児 529-1444 東近江市五個荘石塚町１６－１ ４８－６４８０

伊藤歯科医院 歯・小児 521-1231 東近江市能登川町５１－１ ４２－５８５８

おおにし歯科クリニック 歯・小児 527-0013 東近江市東中野町１０－１４ ２２－５６６５

岡田歯科医院 歯・小児 529-1531 東近江市市子川原町９９８ ５５－２２２８

小川歯科医院 歯・小児・矯正 521-1221 東近江市垣見町７１９ ４２－２１３０

おがわ東歯科 歯・小児・矯正 521-1222 東近江市佐野町４０３－７ ４２－８１９１

織田歯科医院 歯・小児・歯口外 527-0231 東近江市山上町３６９６ ２７－００２９

加藤歯科医院 歯 529-1421 東近江市五個荘竜田町３３０ ４８－２６２５

加藤歯科医院 歯・小児・矯正 527-0135 東近江市横溝町８７４－３ 0749-45-0115

医療法人社団川副歯科医院 歯 527-0162 東近江市妹町５０３ 0749-46-0461

川南歯科医院 歯・小児・矯正 521-1203 東近江市川南町１０９０ ４２－０４１９

木村歯科医院 歯・小児・矯正・歯口外 527-0029 東近江市八日市町１－２３ ２２－０２３４

クオレ歯科クリニック 歯・小児 521-1215 東近江市佐生町１５５－３ ４２－３３８６

桜川歯科医院 歯・小児 529-1572 東近江市桜川西町１２９－４ ５５－４８６１

佐々木歯科医院 歯・小児・矯正・歯口外 521-1222 東近江市佐野町４８４－６１ ４２－６８７４

住井歯科医院 歯・小児 527-0033 東近江市東沖野三丁目１－２５ ２２－１２９０

医療法人健歯会住井第二歯科医院 歯・小児・矯正 527-0017 東近江市昭和町１－１８ ２２－４５６７

だいき歯科クリニック 歯・小児・矯正 527-0033 東近江市東沖野４丁目２－５ ２０－１１８２

たつやま歯科医院 歯・矯正 527-0051 東近江市林田町１２９２ ２５－０３６０

にしざわ歯科医院 歯・小児 527-0032 東近江市春日町２－２６ ２５－２４３８
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                       【平成27年12月31日現在】

にとべ歯科クリニック 歯・小児 521-1221 東近江市垣見町１５９６ ４２－９５３６

のとがわ中央歯科 歯 521-1224 東近江市林町679 ４２－２１０５

はしもと歯科医院 歯・小児 521-1225 東近江市山路町５９１－４ ４２－６１７１

東近江歯科 歯・小児・矯正・歯口外 527-0015 東近江市中野町９９２－１ ２０－０８８６

藤居歯科医院 歯 521-1224 東近江市林町９－２ ４２－０２４０

マキノ歯科医院 歯 527-0015 東近江市中野町８００－１ ２４－５３００

松吉緑町歯科 歯・小児・矯正 527-0023 東近江市八日市緑町１－３ ２３－５３７４

みなみ歯科 歯 527-0028 東近江市八日市金屋二丁目６－３ ２２－０２２５

宮澤歯科医院 歯 529-1422 東近江市五個荘小幡町６６４ ４８－５１４５

村上歯科医院 歯 527-0011 東近江市八日市浜野町４－１ ２２－０３５５

村上歯科診療所 歯 527-0021 東近江市八日市東浜町２－２２ ２３－０３５５

村山歯科医院 歯 527-0104 東近江市読合堂町５９６ 0749-45-3123

やまだ歯科 歯 529-1441 東近江市五個荘川並町５３－５ ４８－５７５７

竜歯科医院 歯・小児・矯正 529-1537 東近江市市子殿町１３３８ ５５－４１００

門坂歯科医院 歯 529-1603 蒲生郡日野町大窪２０３ ５３－０１１８

神山歯科医院 歯 529-1644 蒲生郡日野町内池３４９－５ ５３－０５４６

住井歯科医院 歯 529-1602 蒲生郡日野町河原１丁目７番地 ５２－３４３４

なかがわ歯科 歯・小児・矯正 529-1601 蒲生郡日野町松尾９４３－２ ５３－２２０７

堀歯科医院 歯 529-1601 蒲生郡日野町松尾２－２５ ５３－３５２０

もうり歯科 歯・小児 529-1641 蒲生郡日野町日田１０５－１ ５３－２０４８

輪田歯科医院 歯 529-1601 蒲生郡日野町松尾１４８１ ５３－０６１０

金谷歯科医院 歯・小児 520-2531 蒲生郡竜王町山之上４５９９ ５７－８２８７

加納歯科医院 歯 520-2564 蒲生郡竜王町山面３５－１５８ ５８－２５６７

コウ歯科クリニック 歯・小児・歯口外 520-2552 蒲生郡竜王町小口１６５８－１ ２６－５５８８

平田歯科医院 歯・小児・矯正・歯口外 520-2531 蒲生郡竜王町山之上３４５６ ５７－０６００

竜王町国民健康保険診療所（歯科） 歯 520-2524 蒲生郡竜王町綾戸２３９－１ ５７－１１３３
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