
電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（大阪府）
基本情報 事務連絡に基づく対応について

施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 八木小児科 5810871 大阪府八尾市高安町北7－23 072-928-7711 http://www.yagi-ped.com ○ ○
小児科　アレル

ギー科
八木由奈

八尾市立病院（大阪府八尾市龍華町1丁目3番1号）　徳
洲会八尾総合病院（大阪府八尾市若草町1番17号）

2 村尾診療所 527-0827 大阪府寝屋川市萱島本町15-2 072-822-0687 ○ ○ 内科 篠塚　知宏

3 ほしやまクリニック 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイースト５階 06-6343-3511 https://hoshiyama-clinic.net ○ ○ 泌尿器科 星山文明
大阪回生病院（大阪市淀川区宮原1丁目6番10号）住友病
院（大阪市北区中之島5丁目3番20号）北野病院（大阪市

北区扇町 2-4-20）

4 ほしやま整形外科医院 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１−８−１６ヒルトンプラザイースト５階 06-6348-1455 https://orthopedicstar.com ○ ○
整形外科

リハビリテー
ション科

星山　芳亮
加納総合病院（大阪府大阪市北区天神橋7丁目5番15号）

北野病院（大阪府大阪市北区扇町 2-4-20）

5 医療法人つとむ会澤田内科医院 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－２－２－２００ 06-63431414 http://www.sawada-naika.jp × 〇
内科

小児科
澤田宏子

医療法人つとむ会澤田内科医院（大阪府大阪市北区梅田
１－２－２－２００）

済生会中津病院（大阪府大阪市北区芝田２－１０－３
９）

6 健康保険組合連合会　大阪中央病院 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-30 06-4795-5505 http://www.osaka-centralhp.jp/ × ○

内科、消化器内
科、循環器内

科、外科、整形
外科、皮膚・形

院長　根津理一
郎

その他各科担当
医師

―

7 神美庵トータルスキンクリニック 530-0001
大阪府大阪市北区梅田１－８－１６
ヒルトンプラザイースト５階

06-6348-0480
https://shinbian.net

× 〇
形成外科
皮膚科

岩山　隆憲
北野病院

（大阪市北区扇町２－４－２０）

8 医療法人　小杉整形外科 530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目1番1号　　　　　　　　大阪ターミ
ナルビル17階

06-6347-0012 https://osc-clinic.com/kosugi/ ○ ○ 整形外科 小杉　祐一
医療法人　小杉整形外科

（大阪府大阪市北区梅田3丁目1番1号
大阪ターミナルビル17階）

9 梅田内科ファミリークリニック 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイースト5階 06-6341-8008
https://umeda-

familyclinic.com/
○ ○

内科
消化器内科

小児科
工藤　寧公益財団法人　田付興風会医学研究所北野病院（大阪府大阪市北区扇町 2-4-20）

10
医療法人メディカル春日会　革嶋クリ
ニック

530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目4-13　阪神産経桜橋ビル2階 06-6455-2000 http://kawashima.webmedipr.jp/ ○ ○
内科
健診

革嶋　恒徳
大阪市立総合医療センター（ 大阪市都島区都島本通２

丁目16-20）

11 シロノクリニック大阪 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエスト4F 0800-222-1112 https://shirono.mbsq.com/ ○ ○ 美容皮膚科
清家　純子
辻本　悠貴

12 湘南AGAクリニック大阪院 530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-12
桜橋プラザビル6階

0120-036-911 https://www.s-b-c.net/ 〇 〇 美容皮膚科

齋藤 浩一
川村 亮
髙倉 慎也
許　元宰

湘南AGAクリニック新宿本院
(東京都渋谷区代々木2-2-13　新宿TRビル4階)

湘南AGAクリニック西新宿院
(東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル7階)

13
医療法人オーク会
オーク梅田レディースクリニック

530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-3-16 京富ビル9階 0120-009-345 https://www.oakclinic-group.com/ ○ ○ 産科・婦人科 全医師

14
医療法人知音会
堂島内科・消化器内科クリニック

530-0003 大阪府大阪市北区堂島2丁目4-27 新藤田ビルB1F 06-6343-1000 https://www.dojima-gi-clinic.jp/ ◯ ◯
内科

消化器内科
外来担当医

15
医療法人錦秀会　インフュージョン
（点滴）クリニック

530-0011
大阪府大阪市北区大深町３－１　グランフロント大阪タワーＢ
９階

06-6359-2123 https://www.kic-clinic.jp/ × ○ 消化器内科
伊藤　裕章
有光　晶子

医療法人錦秀会　阪和住吉総合病院

16 医療法人涼悠会　梅北眼科 530-0011
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪　北館Ｂ１Ｆ

06⁻7506⁻9523 http://www.umekita-ganka.com/ ○ ○ 眼科
野﨑真世　　中

泉敦子

17
医）健優会
にしむら内科・糖尿病
クリニック

530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目10-8山中ビル6階 06-6375-4976
https://nishimura-clinic-

dm.com/
〇

内科
糖尿病内科

西村　治男
松本　義弘
山本　果奈

18
医療法人ケイズ会
茶屋町レディースクリニック

530-0013
大阪府大阪市北区茶屋町2-19
ＪＰＲ茶屋町ビル4階

06-6359-7771 https://www.chayamachi.net/ × ○ 婦人科 奥　久人
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19
医療法人ケイズ会
茶屋町レディースクリニック分院

530-0013
大阪府大阪市北区茶屋町12-6
エスパシオン梅田ビル7階

06-6375-7772 https://annex.chayamachi.net/ × ○ 婦人科 古川　直人

20 東本内科 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町3-1三晃ビル2階 06-6373-0381 http://higashimoto.jp/ ○ 内科 東本　好文

21 湘南美容クリニック大阪梅田院 530-0013
大阪府大阪市北区茶屋町1-27
ABCマート梅田ビル6階

0120-548991
https://www.s-b-

c.net/clinic/branch/osaka/
〇 〇 美容皮膚科

横谷　仁彦
谷垣　マイ
岸　伽蓮

一之瀬　愛

22 にしひら内科クリニック 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西1-4-24 06-6377-1199 www.nishihira-c.com/ ○ ○
内科

西平　綾子 北野病院（大阪市北区扇町2丁目4番20号）

23 梅田阪急ビルクリニック 530-0017
大阪府大阪市北区角田町８－１
梅田阪急ビルオフィスタワー21階

06-4792-7511 http://www.hankyu-clinic.com/ ○ 内科
梅下　光子
樋口　香織
山元　哲雄

24 東阪急ビル診療所 530-0017 大阪府大阪市北区角田町１－１ 06-6313-0126 × ○
内科

循環器内科
上木　昇 北野病院（大阪市北区扇町２丁目４番２０号）

25
医療法人先進会
先進会眼科 大阪

530-0018 大阪府大阪市北区小松原町3-3ＯＳビル17F 06-4309-6210 https://senshinkai-clinic.jp/ 〇 〇 眼科 數尾　久美子

26 大原クリニック 530-0021
大阪府大阪市北区浮田２－１－１２
アパ大阪天六ビル６F

06-6371-3330 × ○
泌尿器科
皮膚科
内科

大原裕彦
北野病院（大阪府大阪市北区扇町２－４－１０）

済生会中津病院（大阪府北区芝田２－１０－３９）

27 社会医療法人行岡医学研究会行岡病院 530-0021 大阪府大阪市北区浮田2-2-3 06-6371-9921 http://www.yukioka.or.jp/ × ○
内科

リウマチ科
整形外科

黒岩　孝則
行岡　正雄
正富　隆

28 藤川内科クリニック 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町１－５三共梅田ビル4F 06-6313-3850 http://www.fujikawa-cl.net/
○

原則受信歴のある者に
限る

○ 内科 藤川圭一

行岡病院(大阪市北区浮田２丁目２−３)
大阪市立総合医療センター(大阪市都島区都島本通２丁

目１３−２２)

29 米田内科胃腸科 530-0031 大阪府大阪市北区菅栄町５－１７ 06-6351-8938 ○ ○ 内科 米田　円

30 南森町いしだ皮フ科 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北1-21八千代ビル東館1階Ａ 06-4801-0177 http://osaka-ishidaclinic.com/ × ○ 皮膚科
石田祐哉、石田

智子

31 南森町レディースクリニック 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２−５−２５ 06-6356-2824 http://mm-clinic.net ○ ○ 産婦人科、内科 平井光三

北野病院（大阪市北区扇町２−４−２０）、千船病院（大
阪市西淀川区福町３丁目２−３９号）住友病院（大阪市
北区中之島５丁目３−２０）大阪警察病院（大阪市天王
寺区北山町１０−３１）、日生病院（大阪市西区江之子

32 祐斎堂森本クリニック 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋5丁目7-10
さかしん天神橋ビル2F

06-4800-3010 http://www.morimotoclinic.com/ × ○
内科

麻酔科
森本　眞美
森本　昌宏

33 南森町いしだ皮フ科 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2丁目北1-21
八千代ビル東館1階A

06-4801-0177 http://osaka-ishidaclinic.com/ ○ ○ 皮膚科 石田祐哉、石田智子

34 田淵医院 530-0043 大阪府大阪市北区天満1-19-1 06-6351-4873 〇
内科

田淵　義勝 大手前病院(大阪府大阪市中央区大手前1-5-34）

35 東梅田かなもりクリニック 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町６－８阪急産業梅田ビル９F 06-6755-4501 https://www.umeda-gyne.com/

○（但し、当院に受診
歴があり、基礎疾患の
情報が把握できる場合

のみ対応）

○
産婦人科皮膚科
アレルギー科

金森崇修

36 OD低血圧クリニック田中  530-0054 大阪府大阪市北区南森町1丁目1-26南森町フジビル１F 06-6361-0700 info@odtanaka.com なし あり 小児科 田中　英高

37 医療法人杉浦内科オーエーピー診療所 530−6012 大阪府大阪市北区天満橋1−8−30　OAPタワー12階 06-6351-1600 http://www.sugiura-clinic.org ○ ○
心療内科・内
科・精神科

杉浦　卓 北野病院（大阪府大阪市北区扇町2−4−20）
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38 大ビル湯徳医院 530-6105 大阪府大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル５Ｆ 06-6445-0934 http://yutokuiin.com × ○ 内科 湯徳　太郎
一般財団法人住友病院（大阪市北区中之島5-3-20）　住
友病院と提携してますが、すべての疾患に対応する訳で

はありません

39
社会医療法人協和会
加納総合病院

531-0041 大阪府大阪市北区天神橋７丁目５番１５号 06-6351-5381 http://www.heartfull.or.jp × ○

内科
外科

循環器内科
脳神経外科

原　直樹
川﨑　靖仁
谷　明博

中澤　和智

40 さいか耳鼻咽喉科 531-0073 大阪府大阪市北区本庄西2-6-16 06-6377-3387 ○ ○ 耳鼻咽喉科
さいか耳鼻咽喉

科
北野病院（大阪市北区）

41 粉川眼科 531-0301 大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2-200-2F 06-6346-0025 ○ 眼科
粉川　弥栄子
今泉　範子

北野病院、住友病院、大阪府済生会中津病院、JCHO大阪
病院

42 新生クリニック 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4-15-13 06-6391-5061
http://東三国の新生クリニッ
ク.com/

× ○ 内科小児科
阪口忠彦廣吉康
秀吉田也恵中川

夏季
淀川キリスト教病院　大阪回生病院

43 吉村内科クリニック 532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国２－３８－３
トーヨーハイカンビル１階

06-6396-0388
http://yo-
clinic.life.coocan.jp

○ ○
内科

消化器内科
吉村　憲治

44 林医院 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国２－２－１９ 06-6391-3838 × ○
内科

消化器
林　保

十三市民病院
（大阪市淀川区）

45 社会医療法人　協和会　北大阪病院 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目7番17号 06-6395-1601
http://www.heartfull.or.jp/kitaosaka

/
× ○

内科
外科

整形外科
脳神経外科

山元・山本
藤尾
目黒
安田

46 清水こどもクリニック 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町2-18-30-301 06-6396-8585 http://hiyoko.in.coocan.jp ○ ○ 小児科 清水　一男淀川キリスト教病院（大阪府大阪市東淀川区柴島１-７-５０）

47 田中クリニック 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町３丁目9−37 06−6395−1159 × ◯
呼吸器内科・内

科
田中　亨

中津済生会病院（大阪市北区芝田２丁目10−39）
淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区柴島１丁目7−50）

48 小林皮フ科クリニック 532-0005
大阪府大阪市淀川区三国本町３－３７－３５　ヴュール阪急三
国３Ｆ

06-6394-3200 http://kobayashi-clinic.co.jp/ × ○
皮膚科

アレルギー科
形成外科

小林　照明

49 田中クリニック 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町３丁目―37 06-6395-1159 × ○
内科

呼吸器内科
田中　享

済生会中津病院（大阪市北区芝田2丁目10-39）
淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区柴原1丁目7-50）

50 医療法人はるなクリニック 532-0006  大阪府大阪市淀川区西三国１－３－１３-２０２  06-4807-5130 https://www.haruna-clinic.com/ ○ ○ 内科、小児科
春名 優樹
春名 令子

淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号）

51 革島病院 532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国２丁目７番１号 06-6391-1431 ○ ○
外科
外科
内科

革島　悟史
革島　定雄
四維　隆盛

52
医療法人遊心会
にじクリニック

532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島六丁目11番31号
　レーベネックス２階

06-6301-0344 http://yushin-kai.or.jp/ × ○ 精神科

戸島　覚
西浦竹彦
白松美加

中元総一郎

53
医療法人遊心会
咲く花診療所

532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島六丁目7番20号
　クルーム新大阪1番館1階

06-6301-0377 http://yushin-kai.or.jp/ × ○
精神科

老年内科
内科

田中　一
木村優子

54 医療法人すみれ会　今井クリニック 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-5-21　GRITBIdg.2階 06-6307-1224 http://www.imaiclinic.com/ ○ ○ 内科

今井哲也
酒井　晋介
富　量平

中島　友也

大阪市立十三市民病院

55 楠山クリニック 532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東２－４－１０
三共新大阪ビル１階

06-6838-6070 × ○ 胃腸科 楠山　剛紹

56 北大阪医療生活協同組合　十三病院 532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西3-4-15 06-6303-8731 http://www.kitaiseikyo.com × ○ 内科
木村　河井
黒田　杉山
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57
医療法人　志紀会
希咲クリニック

532-0023
大阪府大阪市淀川区十三東2-7-8
エルディ十三東駅前ビル3階

06-6476-7233 https://kisaki-clinic.jp/ ○ 婦人科
山分ネルソン

祥興

58 （医）誉祐会　はりの眼科 532-0023
大阪府大阪市東淀川区東淡路4-28-14
イーズメディテラス2階

06-6195-5777 www.harino-ganka.com × ○ 眼科 張野　正誉 淀川キリスト教病院（大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-50）

59 医療法人　恭青会　いくの眼科 532-0023
大阪府大阪市淀川区十三東２－９－１０　十三駅前医療ビル３
階

06-6309-4930 https://ikuno-eye.com/ ○ 眼科 生野　恭司

60 医療法人秀壮会 第２秀壮会クリニック 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町1-12-15 06-6309-1118 http://dai2shusokai.jp × 〇 内科 熊野　久美子
淀川キリスト教　大阪市東淀川区柴島1-7-50
十三市民病院　大阪市淀川区野中北 2-12-27
中津済生会病院　大阪市北区芝田2-10-39

61 医療法人　きぬがわ内科循環器内科 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目12-7 06-6889-5200
http://kinugawa-

naika.na.coocan.jp/
○ ○

内科、循環器内
科

衣川　徹
西淀病院（ 大阪市西淀川区野里3-5-22 ）

北野病院（ 大阪市北区扇町２丁目４番２０号 ）

62 医療法人秀壮会 秀壮会クリニック 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本2-19-12 06-6302-1138 http://shusokai.jp × 〇 内科 熊野　宏二
淀川キリスト教　大阪市東淀川区柴島1-7-50
十三市民病院　大阪市淀川区野中北 2-12-27

63 くらます耳鼻咽喉科クリニック 532-0026
大阪府大阪市福島区福島1-1-51
堂島クロスウォーク4階

06-6343-3387 http://kura-ent-na.com/ × ○ 耳鼻咽喉科 倉増　俊宏
関西電力病院（大阪市福島区福島2-1-7）

住友病院（大阪府大阪市北区中之島5-3-20）
大手前病院（大阪市中央区大手前1-5-34）

64 緒方会クリニック 532-0028 大阪府大阪市淀川区十三元今里２－１０－１１ 06-6309-4647
http://www.ogatakai-

clinic.com/
× ○

内科
整形外科

緒方章雄

65
医療法人すずらん会　ながしま脳神経外
科リハビリクリニック

532-0033
大阪府大阪市淀川区新高2-3-2　新高クリニックセンタービル
1F・2F

06-6210-6175 https://www.nnrc.jp/ × ○ 脳神経外科 永島　宗紀

66 奥田医院 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高５－４－２８ 06-6392-0644 × ○
内科

小児科

67 横田クリニック 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野１－１－２９ 06-6340-4158 https://www.yokotaclinic.net/ ○ ○
内科

小児科
横田　和男

68 医療法人啓松会　飯原医院 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目5番31号 06-6328-2500 × ○ 外科 飯原啓介
淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区柴島１丁目7−50）

医誠会病院　（大阪市東淀川区菅原6-2-25）
済生会吹田病院（大阪府吹田市川園町１－２）

69 清水クリニック 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光一丁目４番２６号 06-6370-0033 http：//shimizuc-linic.in ○ ○ 精神科　内科 清水　聖保
淀川キリスト教病院　　医誠会病院　済生会吹田病院

北野病院

70 植原医院 533-0006 　　　　　　大阪府大阪市東淀川区上新庄２－９－１１ 06-6328-1807 × ○ 内科
植原　敏男

植原　智英子
未定、適宜に応じて判断する

71 よしかクリニック 533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南３丁目１４－４ 06-6195-1777 http://www.yoshika-clinic.com ○ ○ 内科 吉賀　正亨

72 山本クリニック 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里2-1-4-109 06-6320-3533 http://yamamoto-clinic.sub.jp ○ ○
内科

消化器内科
山本　一成
山本　一成

73 山本クリニック 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里2-1-4-109 06-6320-3533 http://yamamoto-clinic.sub.jp ○ ○
内科

消化器内科
山本　一成
山本　一成

74 医療法人　医誠会　医誠会病院 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原　6-2-25 06-6326-1121 http://www.iseikaihp.or.jp × 〇

内科
呼吸器内科
循環器内科
消化器内科

房本　英之
山口　博司
八竹　健司
森田　龍平

75 ごとう内科・消化器内科 533-0023 大阪府大阪市東淀川区東淡路4-17-17、3F 06-6195-5107 https://gh-gotoh-cl.com × 〇
内科

消化器内科
後藤　靖和
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76
医療法人　花凛会
あらかわこころのクリニック

533-0023
大阪府大阪市東淀川区東淡路４－１７－１７
　メディアンイースト２階

06-6379-3131 https://arakawa-clinic.com/ × ○
精神科

心療内科
荒川　大介

淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区柴島１丁目７番５
０号）

医誠会病院（大阪市東淀川区菅原6-2-25）
さわ病院（豊中市城山町1-9-1）

77 淀川キリスト教病院 533-0024 大阪府大阪市東淀川区柴島１丁目７-５０ 06-6322-2250 http://www.ych.or.jp/ × ○ 外来全般 外来担当医師 なし

78 まきながクリニック 533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路３丁目２０－１７－２０２ 06-6321-3733 × 〇
内科、神経内科

精神科
槙永剛一

79
医療法人康生会
淀川平成病院

533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島6丁目9番3号 06-6326-7100 https://yodogawahp.jp/ ○ ○
内科

リハビリテー
ション科

井川誠一郎
坂上祐樹
森脇美早
髙比康充

80  おたきクリニック 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１－１３－１３ 06-6180-6700 https://otakiclinic.com/ ○ ○
 内科

腎臓内科
 小瀧　慶長

大阪市立総合医療センター（ 大阪市都島区都島本通２
丁目１３番２２号 ）

北野病院（大阪市北区扇町２丁目４番２０号）
大手前病院（大阪市中央区大手前１丁目５番３４号）

81 中村耳鼻咽喉科 534-0014
大阪府大阪市都島区都島北通
1-3-18エイトビル1階

06-6925-7833 × ○ 耳鼻咽喉科
中村有希
楠木　誠

当院

82 中西メンタルクリニック ５３４－００２１
大阪府大阪市都島区都島本通３－８－２
セレクト都島ビル２階

06-4253-7830 なし ○ 精神科 中西重裕

83 医療法人　竹谷クリニック 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2-16-11 06-6924-2325
http://taketani.byoinnavi.jp/p

c/
○ ○

内科
竹谷　哲

大阪市立総合医療センター（ 大阪市都島区都島本通２
丁目１３番２２号 ） 北野病院（大阪市北区扇町２丁目
４番２０号） 大手前病院（大阪市中央区大手前１丁目
５番３４号） 住友病院（大阪市北区中之島5-3-20） 桜

84 京橋耳鼻咽喉科 534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通２－４－１７ 06-6921-0242 http://www.kyobashi-jibika.jp/ × ○ 耳鼻咽喉科 高島　凱夫

85 鈴木内科クリニック 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２－９－７　Ｋ２ビル１階 06-6351-6020　 × ○
循環器内科
呼吸器内科

 鈴木　緑郎

86 明生記念病院 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目8番12号 06-6357-5791 meiseigrp.jp/meiseikinen.html × ○ 内科 奥田　益司
大阪市立総合医療センター

（大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号）

87 社会医療法人　明生会　明生病院 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-4-8 06-6353-3121
http://meiseigrp.jp/meisei.htm

l
〇

内科　整形外科
脳神経外科

楠田　豊原　徳
永　藤原　田島

他

88 泉岡医院 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田5-5-8 06-6922-0890 http://www.izuoka.com/ × ○ 内科 泉岡　利雄

89 医療法人　尽生会　聖和病院 ５３４－００２７ 大阪府大阪市都島区中野町１－７－３２ 06-6352-2525 info@seiwabyoin.com ○ ○
整形外科、内
科、小児科

京、松本、野
上、金、西村、

田中
―

90 医療法人　尽生会　聖和病院 ５３４－００２７ 大阪府大阪市都島区中野町１－７－３２ 06-6352-2525 info@seiwabyoin.com × ○
整形外科　内科

小児科
京　松本　野上
金　西村　田中

91 泉野医院 534-021 大阪府大阪市都島区都島本通４－２０－３５ 06-6921-0187 ○ ○
内科

小児科
泉野良夫 東大阪病院
（大阪市城東区中央１－７－２２）

92 中村医院 535-0005 大阪府大阪市旭区赤川２－６－２ 06-6921-5520 〇 〇 内科 中村陽一

93 向井医院 535-0013 大阪府大阪市旭区森小路１−３−２８ 06-6954-2617 http://www.mukai.life ○ ○ 内科 向井真佐子 ー

94 疋田医院 535-0021 大阪府大阪市旭区清水3-2-7 06-6953-1700 http://www.hikita-clinic.com/ ○
内科

神経内科
疋田　太刀夫 なし
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95 ミズノ胃腸科 535-0022 大阪府大阪市旭区新森3-3-31 06-6952-5058 http://www.seisuikai.net/ ○ ○ 内科 水野　郁子
関西医科大学総合医療センター
(大阪府守口市文園町10番15号)

96 ロータリーキッズクリニック 535-0022 大阪府大阪市旭区新森４−２−３２ 06-6954-8341 http://www.rotary-clinic.jp × ○ 小児科 山本　明美

97 しのだ心のクリニック 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿４－２２－２６　関目高殿幸榮ビル３Ｆ 06-6955-3290
○

（予約制）
○

心療内科
精神科

北中　由里

98 中浜医院 536-0001 大阪府大阪市城東区古市２－３－１９ 06-6931-8163 ○ ○
内科

小児科
中浜　誠

99 久保医院 536－0001 大阪府大阪市城東区古市2－3－30 06－6931－5363 ○ ○ 内科　小児科 小嶋昭子 関西医科大学総合医療センター

100 ふなおか消化器・内視鏡クリニック 536-0002
大阪府大阪市城東区今福東1-13-8
今福つるみクリニックビル1F

06-6180-3255 http://funacli.com/ ○ ○
内科・消化器内

科
船岡　祐介

大阪府済生会野江病院（大阪市城東区）
大阪市立総合医療センター(大阪市都島区）

101 （医）林クリニック 536-0004 大阪府大阪市城東区今福西１－１２－３ 06-6934-0108 http://hayashicl.byoinnavi.jp/ × ○
整形外科

内科
林　卓也

102
医療法人澄心会
いでぐち医院

536-0004
大阪府大阪市城東区今福西3-7-28
　富士谷BLD　２F

06-6958-4023 https://www.ideguchi.org/ ○ 内科 出口　寛 すみれ病院（大阪府大阪市城東区古市1-20-85）

103 なかうち眼科クリニック 536-0006 大阪府大阪市城東区野江４－４－１５ 06-6933-1231 https://nakauchi-eye.com/ ○ ○ 眼科 中内　正志 当院にて対応

104  医療法人　康雅会　わたなべクリニック 536-0007 大阪府大阪市城東区成育５－２３－１０　関目タウンビル２階  06-6180-2010 http://www.watanabeclinic.jp/ × ○
内科、消化器内

科
渡邊　敏彦 東大阪病院（大阪市城東区中央1丁目7-22）

105 医療法人　福田クリニック 536-0008 大阪府大阪市城東区関目1-3-11 06-6930-1120 https://www.fukuda-c.jp/ ◯ ◯
小児科
内科

福田優子
福田成男

大阪市立総合医療センタ-

106 野口医院 536-0008 大阪府大阪市城東区関目3丁目13番1 06-6931-7821 ○ 内科 野口　誉生

107 にのみやこどもクリニック 536-0013 大阪市城東区鴫野東2-11-15-1F 06-6967-2038 http://ninomiya-kids.com/ ○ ○ 小児科 二宮　英一

108 耳鼻咽喉科はしもとクリニック 536-0014
大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目22-12
アマントリビエールシギノ1F

06-6969-1169 https://hashimoto.atat.jp/ ○ ○
耳鼻咽喉科・ア

レルギー科
橋本 喜輝 耳鼻咽喉科はしもとクリニック

109 城東中央病院 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目13番47号 06-6962-0015 http://www.jouto.com/ ○ ○
内科

植田　正
広沢　成明
細川　直人
四元　正一

医誠会病院　（大阪市東淀川区菅原6-2-25）

110  医療法人　奥景会　ひびきクリニック 536-0021  大阪府大阪市城東区諏訪２－５－１５　シルバーハイツ１階  06-6963-1137 http://hibikiclinic.com/ ○
内科

小児科
消化器内科

日比野　賢嗣
日比野　千尋

京光章

111 そがクリニック 536-0022
大阪府大阪市城東区永田３－２－６　フレンドタウン深江橋２
階

06-6180-6710 https://soga-clinic.com/ ○ 内科 曽我　良平

112 ボバース記念病院 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜1-6-5 06-6962-3131
https://www.omichikai.or.jp/bo

bath/
なし ○

小児神経科
小児整形外科

荒井　洋
北井　征宏
平井　聡里
柴田　徹

113 医療法人悠亜会　かわい内科クリニック 536－0023 大阪府大阪市城東区東中浜3－7－14 06-6962-3133 www.kawai-medical.com ○ ○
内科

消化器科
川井　勇一
高　昌代

国立病院機構大阪医療センター（大阪府大阪市中央区法
円坂2丁目1-14）

済生会野江病院（大阪府 大阪市 城東区古市1丁目3-
25）
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114
医療法人有光会
サトウ病院

536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜1-2-23 06-6965-1928 http://www.sato-hos.or.jp/ 〇
内科

整形外科

古瀬ゑみ
阪本整司
古瀬洋一
井関一道

医療法人有光会サトウ病院

115 医療法人柳原医院 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜3-4-1 06-6962-2924 https://yanagiharaiin.jp/ ○ ○
内科

小児科
築山　正嗣

116 たるみファミリークリニック 536-0024 大阪府大阪市城東区中浜３－２４－７Ｍ＆Ｃビル３Ｆ 06-6180-5578
https://tarumi-family-

clinic.com
× 〇 内科 垂水　奏元

117 いかわ内科クリニック 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里１－３１－１９ 06-6753-7823 http://www.ikawa-clinic.jp/ ○ ○ 循環器内科 井川　寛 大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ケ崎町５－３０）

118 よつ葉クリニック 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里３－１４－２３ 06-6976-0048 http://yotsuba-clinic.com/ ○ ○ 内科 前田　巨人
東成病院(大阪市東成区大今里西2-7-17)

大阪赤十字病院(大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30)

119 みどりの風クリニック 537-0022 大阪府大阪市東成区中本3-15-18 06-6976-3901 ×
○

（定期受診、定期処方
のみ）

内科 松尾　安希子

120 医療法人はせべ医院 537-0022 大阪府大阪市東成区中本１−１０−１７ 06-6981-1916 http://www.hasebeclinic.com × ○ 耳鼻咽喉科 長谷部　誠司

121 医療法人大庭医院 ５３７－００２３ 大阪府大阪市東成区玉津２－１４－２９ 06-6971-2910 http://www.oba-clinic.org/ ○ ○
内科

循環器内科
小児科

大庭宗夫

122 福川内科クリニック 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋３－１７－７ 06-6974-2338 https://www.takafukukai.com/ × 〇 内科 福川　隆 大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ケ崎町５－３０）

123 （医）太平会大森クリニック 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋1-10-6 06-6977-8362 http://www.ohmori-clinic.com × ○ 内科、泌尿器科
大屋　道洋
大森　考平

124 医療法人大平会　大森クリニック 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋1-10-6 06-6967-8361 ohmori-clinic.com/ 〇 〇 内科、泌尿器科
大森　孝平
大屋　道洋
南方　保

125 たまつくりクリニック 537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-16-15ソレアード玉造1階 06-6972-0316 https://tamatsukuri-cl.com/ 〇 〇

126 中本病院 537-0025 大阪府大阪市東成区中道4-13-12 06-6972-2121 https://nakamoto.or.jp/ ○ 内科 外来担当医師

127 はる耳鼻咽喉科 538-0002
大阪府大阪市城東区1-13-8今福つるみ
クリニックビル3階

06-6180-8777 https://haru-jibika.com/ × ○ 耳鼻咽喉科 宮部はるか

128
医療法人　昌善会
良原診療所

538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東2-21-23 06-6967-1588
http://yoshihara-
clinic.main.jp/

○ ○ 内科 良原　久雄

129 松田耳鼻咽喉科 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3-31-33　バンブービル1階 06-6962-6233 https://matsuda-jibika.com/ ○ 〇 耳鼻咽喉科 松田　泰明

130 いしだ整形外科クリニック 538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口4-7-7 06-6911-6900 ○ ○ 整形外科 石田　尊啓 当院

131
医療法人　明潤会　すぎやま耳鼻咽喉科
クリニック

538-0052
 大阪府大阪市鶴見区横堤３－１１－１４
レジョンドール鶴見緑地１Ｆ

06-4304-4976 ○
耳鼻いんこう科
アレルギー科

杉山　明孝

132 医療法人仁和会　和田病院 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤3-10-18 06-6911-0003 http://www.wada-hp.net/ × ○
外科
内科

整形外科

和田 讓二
林 則宏
奥田　均
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133
生活協同組合ヘルスコープおおさかコー
プおおさか病院

538-0053  大阪府大阪市鶴見区鶴見3－6－22  06-6914-1100 https://osh.coop/ × ○

内科、外科、整
形外科、眼科、
泌尿器科、小児

科、皮膚科

院長　西上　喜
房

134 森ノ宮胃腸内視鏡ふじたクリニック 540-0003
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-1-30
ビエラ森ノ宮３F

06-6910-7140
https://morinomiya-

naishikyo.com/
× 〇

胃腸科
内視鏡内科

藤田　実

135
独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター

540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331 https://osaka.hosp.go.jp/ ×
限定的に実施

（電話再診になじまな
い診療は対象外）

電話再診になじ
まない診療科は

対象外

電話再診になじ
まない診療は対

象外

136 もり内科皮膚科クリニック 540-0013
大阪府大阪市中央区谷町6-4-14
メルベーユ谷町1階

06-6767-0050 http://moricli.net ○

内科　消化器内
科　肝臓内科

皮膚科　アレル
ギー科

森　茂生
森　宏美

137 のりおかクリニック 540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町1-2-2 06-6943-6005
http://norioka-

clinic.byoinnavi.jp/pc/
〇

内科
小児科

則岡直樹
大手前病院（大阪市中央区大手前1-5-34）

国立病院機構大阪医療センター（大阪市中央区法円坂2-
1-14）

138 こうむら女性クリニック 540-0033
大阪府大阪市中央区石町１－１－１
天満橋千代田ビル２号館２Ｆ

06-6966-3063 http://koumura-cl.jp/ 〇 〇 産婦人科 甲村弘子

139 あずきざわ皮ふ科 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-30　ﾘﾊﾞｰﾋﾞｭｰ北浜3階 06-6210-4820 https://azukizawa-clinic.com/ ○ ○
皮膚科･アレル
ギー科・小児皮

膚科
小豆澤　宏明

大阪大学医学部附属病院（大阪府吹田市山田丘2-15）

140 宮本内科 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-1-8 06-6231-0650 ○
内科

宮本理恵

141 西沢クリニック 541-0041
大阪府大阪市中央区北浜２－３－９
入商八木ビル１F

06-4706-3900 ○ ○ 内科
桑原　敬介
桑原　秀子

142 宮本内科 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-1-8 06-6231-0650 × ○
内科

宮本理恵

143 繁田内科クリニック 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-2-17緒方ビルクリニックセンターBF 06-6201-2220 https://www.shigetaclinic.jp 1 2
内科

繁田　浩史

144 淀屋橋ちば形成外科皮膚科クリニック 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-2-17緒方ビル3階 06-6205-3790 http://www.yodoyabashi-clinic.com ○ ○ 形成外科皮膚科 千葉　容子

145 医療法人太樹会はらだこどもクリニック 541-0043 大阪府大阪市西区境川1-1-31境川メディカルセンター602 06-6537-9213
https://harada-kodomo-

clinic.com
○ ○ 小児科 原田　由利香大阪市立総合医療センター（大阪市都島区都島本通2-13-22）

146 曲直部クリニック 541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町2丁目5-7
岡田伏見町ビル2階

06-6226-4080 ○ ○
整形外科、内

科、外科
曲直部　裕一
曲直部　竜太

―

147 大阪府結核予防会相談診療所 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町4-6-5 06-6202-6666 http://www.jata-osaka.or.jp/ × ○ 内科

増田 國次
寺坂 邦広
鈴木 崇浩
和田 隆元

なし

148 AMA Clinic 淡路町院 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３−２−１３−３F 06-4963-3473 http://www.ama-clinic.jp ○ ○
内科

消化器内科
天方義郎

149 　橋本膠原病リウマチクリニック 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-6-7野村不動産御堂筋ビル4階 06-6231-4807
https://www.hashimoto-
rheumachi.jp/

× ○
リウマチ科、内

科
橋本　尚明 広域からの来院患者が多く、特定の医療機関は定めず

150
医療法人ケイズ会
茶屋町レディースクリニック本町

541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3丁目-2-15
瓦町ウサミビル2階

06-6202-7788 https://hommachilc.com/ × ○ 婦人科 小川　誠司

151 トヨタクリニック 541-0051
大阪府大阪市中央区備後町2-1-1
第二野村ビル地下1階

06-6232-1187 http://www.yubaclinic.com × ○
内科

整形外科
原田秀人
弓場一秀
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152 藤崎耳鼻咽喉科 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-1-1第2野村ビルB1 06-6201-4957 https://fujisaki-med.com/ × 〇 耳鼻咽喉科 藤崎倫也

153 医療法人　坂本整形外科 541-0052
大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３　大阪国際ビル　１６
階

06-6266-0666 https://www.sakamoto-cl.com × ○ 整形外科 河崎　美也子

154 医療法人葛西形成外科 541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-6-4本町ガーデンシティ２F 06-6251-2217 www.kasaiclinic.co.jp × 〇 形成外科 葛西健一郎 済生会中津病院（大阪市北区）

155 本町林クリニック 541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-6本町ドリームビル1階 06-6226-8451 http://honmachi-hayashi.com/ 〇 内科 林　宏明

156 安永内科クリニック 541-0054
大阪府大阪市中央区南本町１－７－１５
明治安田生命堺筋本町ビル　５階

06-6271-8418 ○ ○
 内科、心療内
科、皮膚科

 安水　悦子 大手前病院（大阪市中央区大手前１丁目５番３４号）

157 栗山クリニック 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２－５－５　ロベルビル２階  06-6251-2556 ○ ○ 内科、婦人科 栗山　大作

158 春次医院 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町２－６－１ 06-6245-1251 http://www.harutsuguiin.com 〇 〇
内科

整形外科
皮膚科

春次　伸次郎

大手前病院(大阪市中央区大手前１－５－３４）
日本生命病院（大阪市西区江之子島２－１－５４）
大阪掖済会病院（大阪市西区本田２－１－１０）

大野記念病院（大阪市西区南堀江１－２６－１０）

159 医療法人　山田医院 542-0012 大阪府 大阪市中央区谷町６－１７－２１ 06-6762-0936 ○ 内科　循環器科 山田　洋

160 医療法人藤井こどもクリニック 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目1－50　アルス谷町シーベース2階 06－4304－5005 https://www.fujiikodomo.com/ ○ ○ 小児科 藤井雅世

161
医療法人大峯会
高山診療所

542-0012
大阪府大阪市中央区谷町九丁目3番11号
東谷町ビル2階

06-6764-0515 http://www.taihoukai.com/s/ × 〇
精神科

心療内科
内科

辻　敬

162 しみずクリニック 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前1丁目虹のまち5-3 06-6211-4320 https://clinic-shimizu.net/ ○ ○
乳腺外科内科眼

科
清水　幸生 大阪医療センター（大阪市中央区法円坂2-1-14）

163 （医）岩佐診療所　 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３−５−１７北極星ビル３階 06-6643-3393 http://www.driwasa.com × ○ 皮膚科 岩佐真人 なし

164
医療法人社団　新生　大阪なんばクリ
ニック

542-0076 大阪府大阪市中央区難波5－6－60　なんばスカイオ９階 06-6648-8930 https://osakanamba-cl.com/ × ○

脳神経外科
ペインクリニッ

ク
循環器内科

中川原　譲二
森本昌宏
中西宣夫
相馬逸郎

165 医療法人　桃恵会　心斎橋いぬい皮フ科 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3丁目5-11
心斎橋フロントビル4階

06-6484-5755 http://inuihifuka.com × ○
皮膚科　アレル

ギー科
乾　重樹

国立病院機構大阪医療センター（大阪府大阪市中央区法
円坂２丁目１−１４）

166  大阪リウマチ・膠原病クリニック 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４－４－１０　辰野心斎橋ビル５階  06-4708-8816 ○

内科　リウマチ
科

整形外科

西本　憲弘
栗谷　太郎
坪井　秀規
髙見　賢司

第二大阪警察病院（大阪市天王寺区烏ヶ辻2-6-40）

167 藤井クリニック 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-13-11　ミフネビル5Ｆ 06-6251-0111 http://fujii-clinic.co.jp/ × ○
形成外科
皮膚科

藤井　俊一郎

168 小畠クリニック 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋２丁目５番２７号　幸田ビル３Ｆ 06-6211-2119 ○ ○ 内科 小畠　昭重 大野記念病院（大阪市西区）

169
医療法人ケイズ会
茶屋町レディースクリニック心斎橋

542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-18-2階 06-4963-7711 http://shinsaibashilc.com/ × ○ 婦人科 井手　一夫

170 大阪ひざ関節症クリニック 542-0085
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-6-14
アクロスビル4階

06-6214-3580
https://www.knee-

osaka.com/?utm_source=mybusine
ss&utm_medium=organic

○ ○ 整形外科
保田 真吾
奥田 真義
中村 憲正
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171  チヒロ皮膚科医院 543-0001  大阪府大阪市天王寺区上本町６－６－２７　中川ビル２階  06-6711-0011 http://www.chihiro-hifuka.net/ ○ 皮膚科
安永　千尋
金山　美恵

172 上本町ヒロミレディースクリニック 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26-302 06-6777-8824 https://hirocli.com/ × ○ 産婦人科/内科 橋本弘美

173
山中脳神経外科・
リハビリクリニック

543-0001
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１１－４スギ薬局林寺店2
階

06-6710-1515 https://yamanakacl.com/ ○ ○

内科
リハビリテー

ション科
脳神経外科

山中　一功

大阪医療センター(大阪市中央区法円坂2-1-14)
大阪市立総合医療センター(大阪市都島区都島本通２丁

目１３番２２号)
大阪急性期・総合医療センター(大阪市住吉区万代東３

174 医療法人博友会　藤谷クリニック 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目3-31-228 06-6771-5315 https：//fujitani.clinic.jp/ 〇 小児科、アレルギー科 藤谷宏子 大阪市立大学附属病院小児科

175 じょうこうクリニック 543-0014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町３－９　八光ビル６F 06-6796-8585 https://joko-cl.com ○ ○ 泌尿器科 上甲政徳

176 湯口脳神経外科・脊髄外科 543-0014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町３－９　八光玉造ビル　１階 06-4305-7421 http://yuguchi-cl.com/ ○ 脳神経外科 湯口　貴導

177 豊川医院 543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町８－２４　YMMビル１F 06-4303-3819 http://www.toyokawa-cl.com × ○
内科
外科

豊川秀吉
廣岡　智

178 兵頭耳鼻咽喉科クリニック 543-0023
大阪府大阪市天王寺区味原町１３－８
サンエイ下味原第１ビル６Ｆ

06-6767-8741 http://hyodojibika.com/ × 〇 耳鼻咽喉科 兵頭　哲裕

179 ちかえレディースクリニック 543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町14ー4レザックセントラルビル1階 06-6761-0735 http://www.chikae-clinic.com ○ ○ 産婦人科 田所千加枝

180 早石病院 ５４３－００２７ 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町２番７５号 06-6771-1227 http://www.hayaishi.or.jp/ 〇

外科
内科

整形外科
皮膚科

三木宏文
早石宗右
早石泰久
早石佳奈

181 医療法人松徳会　桃山クリニック 543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-22 06-6773-8306
https://www.matsutani.or.jp/mo

moyama/
○ ○ 内科 森島　淳仁 大阪赤十字病院(大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30）

182  医療法人　太雅会　辻賢太郎クリニック 543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５－５２　－２０２  06-6772-3939 http://tsujikentaro-clinic.jp/ × ○
内科、胃腸科、

消化器科

辻 賢太郎
有住 忠晃
那須 章洋

183 ちゆこどもクリニック 543-0043 大阪府大阪市天王寺区勝山３－６－８　ＳＬビル２Ｆ 06-4305-6951 ○ ○ 小児科 金　智裕
大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30）
大阪警察病院（大阪市天王寺区北山町10-31）

184 医療法人池田クリニック 543-0044
大阪府大阪市天王寺区国分町３－２６
大松国分町ビル１階

06-6772-2100 × 〇
内科

胃腸科
外科

池田光慶

185 医療法人徳靖会　小尾クリニック 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道3-8-31新天王寺田中ビル1-5F 06-6773-3671 http://www.obi-clinic.jp/ 〇
内科

泌尿器科
小尾　靖江
伊藤　聡

小尾クリニック
(大阪府大阪市天王寺区大道3-8-31新天王寺田中ビル1-

5F)

186 ナカムラクリニック 543-0052
大阪府大阪市天王寺区大道4丁目10番15号
NKM-1ビル101号室

06-6771-0266 〇 〇
内科

循環器内科
消化器内科

中村和徳

大阪警察病院
（大阪府大阪市天王寺区北山町１０－３１）

大阪赤十字病院
（大阪府大阪市天王寺区筆ケ﨑町５－３０）

187 たみや皮ふ科医院 543-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－６－１２－１０１ 06-6627-4112 http://www.tamiya-hifuka.com × ○ 皮膚科 田宮　久詩

188 かわぎし内科 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町16-10　大信ビル9階 06-6776-8111
http://www.kawagishi-

naika.com/
☓ ○

内科
糖尿病内科

川岸隆彦

189 大阪赤十字病院 543-8555 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 06-6774-5111
https://www.osaka-

med.jrc.or.jp/
〇 全診療科
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190 吉栄会病院 544-0002 大阪府大阪市生野区小路2-14-5  06-6752-7867 
http://yoshieikai.com/yoshieik

aihospital/
× ○ 内科

福原　龍太郎
嶋　英昭

191 医療法人葛西医院 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東6-4-20 06-6751-6078 https://kassai-iin.com/ 〇 〇
内科
外科

小林　正宜

192 医療法人有沢医院 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中2-4-19 06-6758-1154 〇 内科 有澤　健司

193 文クリニック 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中４－１９－１０ 06-6755-3880 ○ ○
内科

脳神経外科
文　正夫
文　正夫

育和会記念病院
大阪市生野区巽北3-20-29

194 中川医院 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋1-6-26 06-6741-7530
http://www011.upp.so-
net.ne.jp/nakagawa-iin/

○ ○ 内科 中川　俊太郎
大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30）
大阪警察病院（大阪市天王寺区北山町10-31）

生野中央病院（大阪市生野区中川5-4-2）

195 医療法人くぼたこどもクリニック 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北２－６－１８ 06-7894-1100 http://www.kubota-kids.com ○ ○ 小児科 久保田　恵巳

196 正木クリニック 544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷2-18-9 06-6741-5546 https://www.masaki-clinic.info × ○
内科

正木　初美

197 いたがねファミリークリニック 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目11番14号 06-6713-0010 ○ ○
内科

小児科

　
板金　広

板金　康子

大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ケ崎町５−３０）
大阪警察病院（大阪市天王寺区北山町１０−３１）

大阪急性期総合医療センター（大阪市住吉区万代東3-1-
56）

198 奥野病院 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-31-4 06-6719-2200
http://www.okuno.abeno.osaka.j

p/
× ○

内科
三宅　哲夫 特になし

199 医療法人　久保田医院 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3-9-18 06-6719-3277 http://www.kubotaiin.com/ 〇 〇
内科

小児科
久保田佳伸

200 医療法人鉄田クリニック 545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町２－８－２ 06-6691-0872 https://www.onodaclinic.com/ ○ ○
内科

皮膚科
放射線科

鉄田　徹

201 康クリニック 545-0021
大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-10-3
グレースコートシーダーバレーⅡ

06-6622-6123 http://www.kou-clinic.jp × ○
内科
外科

康　純明

202 いのうえ小児科阪南クリニック 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4-2-20 06-6626-3745 https://inoue-kids.com 〇 小児科 井上　彰子

203 たえなか耳鼻咽喉科 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-34-2 06-6621-1376 ⚪︎ ⚪︎ 耳鼻咽喉科 妙中啓子

204 柏原医院 545-0036 大阪府大阪市阿倍野区万代１－６－１６ 06-6622-1161 https://kashiwabara-lc.jp/ × ○
内科
産科

婦人科

柏原　紀美
柏原由紀子

大阪急性期・総合医療センター
JR大阪鉄道病院

205 すが内科クリニック 545-0037
大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-6-27
ルドウ・レスパスM36

06-6625-0222 http://suga-naika.com 〇 ○
内科

循環器内科
菅　竜也
菅　保夫

206
医療法人快裕会
山口あきこクリニック 545-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-1-21松崎ビル2階 06-6233-2300 http://ww.yamaguchi-akiko-cl.com/ ○ ○

泌尿器科
婦人科

山口　晶子
最初は当院に受診していただく

必要に応じて
住友病院（530-0005　大阪市北区中之島5-3-20）

207
医療法人　みつば会
　みつば会総合クリニック

545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１
あべのルシアス地下１階０１０７号

06-6633-3636 ○ ○
内科

脳神経外科
竹内　寛

208 宮崎医院 546-0011
大阪府大阪市東住吉区針中野３－１０－２０　ジュネスコート
１階

06-4302-3588 http://www.miyazakiiin.com/ × ○ 内科，小児科 宮崎　晶夫

11/47

http://www011.upp.so-net.ne.jp/nakagawa-iin/
http://www011.upp.so-net.ne.jp/nakagawa-iin/
http://www.kubota-kids.com/
https://www.masaki-clinic.info/
http://www.kubotaiin.com/
https://www.onodaclinic.com/
http://www.kou-clinic.jp/
https://inoue-kids.com/
http://suga-naika.com/
http://ww.yamaguchi-akiko-cl.com/


209 医療法人橘会東住吉森本病院 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-2-66 06-6606-0010 https://tachibana-med.or.jp/ ○
内科・外科・形
成外科・整形外
科・脳神経外科

各科担当医

210 医療法人ウマノ整形外科クリニック 546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田2-17-3 06-6698-8411 http://umano-seikei.com × ○ 整形外科 馬野　隆信

211 東和病院 546-0031 大阪府大阪市東住吉区田辺４丁目13番15号 06-6621-2211 https://www.towahospital.jp/ ○ ○
内科

糸田川　隼也
藤原　治
杉山　達

　糸田川　節也

JR大阪鉄道病院　大阪市阿倍野区松崎町1丁目2-22
東住吉森本病院　大阪市東住吉区鷹合3丁目2番66号

212 医療法人 金子外科 546-0032 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目27－8 06-6607-5225 https://kaneko-geka.com/ ○ ○ 内科 金子 雅宏

213 中尾クリニック 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺１－７－２ 06-6625-7757 〇 〇 内科 中尾　浩久

214 医療法人　和田医院 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂５－２－８ 06-6699-2814 http://wadaiin-yamasaka.com/ × ○ 内科 和田　昌教 東住吉森本病院(大阪市東住吉区鷹合３丁目２番６６号)

215 西村診療所 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂2-4-4 06-6621-2363 ○ ○ 内科 廣川佳織 大阪急性期総合医療センター

216
医療法人　河﨑会
神経科・河﨑会ｸﾘﾆｯｸ

546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目20番10号 06-6629-1769 http://www.kawasaki-kai.or.jp × ○ 精神科 外来担当医

217 すぎもと皮膚科 546-0041
大阪府交野市私部西2丁目6-1 　　　　　　　　　メディカルテ
ラスかたの 201

072-810-8881
http://www.sugimoto-

hifuka.com/
○ ○

皮膚科
アレルギー科

杉本彰

218 淀井病院 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津2-8-8 06-6719-0771
http://www.kuwanomi.yodoi.or.j

p
× ○ 内科 上野　宏樹

219 医療法人　加野医院 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川３－３０－３ 06-4399-3800 ○ ○
内科

小児科
加野　裕章

220
医療法人穂翔会
村田病院

547-0011 大阪府大阪市生野区田島4-2-1 06-6757-0011 https://muratahospital.jp/ × ○
脳神経外科

内科
村田　高穂
村田　秀穂

221 医療法人　敬詢会永田医院 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀２－１０－２１ 06-6449-8023 https://nagataclinic.com/ × ○
内科

循環器科
永田　昌敬

日本生命病院（大阪府大阪市西区江之子島２丁目１番５
４号）

住友病院（大阪府大阪市北区中之島５丁目3番２号）

222 うつぼ Garden Clinic 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-3-13辰巳ビル1階 06-6136-6408
https://utsubo-garden-

clinic.com
○ ○

内科
糖尿病内科
内分泌内科

坂本　扶美枝 病状に応じて連携医療機関の中から選択し依頼

223 大谷クリニック 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-9-9 06-6441-1980 www.ohtanicl.com × 〇 内科・小児科 大谷眞一郎

224 なかいクリニック 550-0005
大阪府大阪市西区西本町３－１－１
医療センター岡崎橋８階

06-6567-8852 https://www.nakai-clinic.net ×
〇

（主治医が必要と
判断した場合のみ）

精神科
児童精神科
心療内科

中井　雄大 特記なし

225 あわざこどもクリニック 550-0005
大阪府大阪市西区西本町３丁目１番１号　　　　　　　岡崎橋
セントラルビル２階

06-6606-9357 https://www.awaza-kc.jp 〇 〇
小児科

アレルギー科
田中　篤志

公益財団法人日本生命済生会　日本生命病院（大阪市西
区江之子島２丁目１－５４）

独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院（大阪市
福島区福島４丁目２－７８）

226 王内科胃腸科クリニック 550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4-1　オリックス本町ビル2F 06-6541-9896 https://oh-naika.com ○ ○
内科・消化器内

科
王康義

227 やだクリニック 550-0013 大阪府大阪市西区新町４－６－２３　阪急オアシス新町店２階 06-6541-6222 https://yada-clinic.net ○ ○ 内科 矢田　智恵 日本生命病院(大阪市西区江之子島2-1-54)
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228 あわ整形外科クリニック 550-0013 大阪府大阪市西区新町4-6-23 阪急オアシス2階 06-6535-9550 http://awa-clinic.com/
○

(令和2年5月中旬より
開始予定)

○ 整形外科
阿波　康成
信貴　政人

229
大阪きづがわ医療福祉生活協同組合
医療生協ながほり通り診療所

550-0013 大阪府大阪市西区新町4-10-10 06-6533-0106
https://www.osaka-
kizugawa.coop/nagahori/

〇 〇
小児科
内科

心療内科

田窪　翔子
倉沢　高志
中島　大成

大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30）
日本生命病院（大阪市西区江之子島2-1-54）
多根総合病院（大阪市西区九条南1-12-21）

230 いぬい小児科 550－0014 大阪府大阪市西区北堀江２－８－１３ 06－6543－0307 http://www.mediqube.com/inui/ ○ ○ 小児科 乾　一郎
中野こども病院（大阪市旭区新森4－13－17）
日本生命病院（大阪市西区江之子島2－1－54）

231 上嶋内科・消化器科クリニック 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－５－４　四ツ橋サンビル４階 06-6536-0700 ○
消化器内科

内科
上嶋　弾

232 大阪掖済会病院 550-0022 大阪府大阪市西区本田2丁目1番10号 06-6581-2881
http://www.osaka-

ekisaikai.jp/index.html
× ○ 全科 外来診察医

233 じっしょう内科 550-0022 大阪府大阪市西区本田２－１－２ 06-6586-2240 http://jissho.net ○ ○ 内科 實正哲

234 佐々木内科クリニック 550-0025 大阪府大阪市西区九条南2-2-21 06-6585-2373
https://www.sasaki-medical-

clinic.info/
○ ○ 内科 佐々木　敏作 ―

235 さかざきこどもクリニック 550-0027 大阪府大阪市西区九条1-27-6九条ビル3Ｆ 06-6584-4550
https://www.sakazakids-

clinic.com
○ ○ 小児科 坂﨑弘美

さかざきこどもクリニック（大阪市西区九条1-27-6九条
ビル3Ｆ）大阪赤十字病院小児科（ 543-8555 大阪府大

阪市天王寺区筆ケ崎町５−３０）

236 医療法人佐々医院 550-0027 大阪府大阪市西区九条3－23－6 06－6581－2070 × ○ 内科小児科 佐々　成太郎 日本生命病院　多根総合病院　大阪エキサイカイ病院

237

特定医療法人仁生会 内藤病院

550-0027 大阪府大阪市西区九条1丁目15番23号 06-6581-0085 〇 〇
内科

内藤　方克

238
大阪きづがわ医療福祉生活協同組合
たいしょう生協診療所

551-0003 大阪府大阪市大正区千島1-20-12 06-6554-1197 httpｓ://www.taisho.clinic × 〇
内科

小児科
整形

鈴木　昇平
小滝　和也

済生会泉尾病院（大阪市大正区）
大正病院（大阪市大正区）

239 医療法人　一ノ名医院 551-0012 大阪府大阪市大正区平尾４－２２－１３ 06-6551-0286
http://www.ichinona-

clinic.or.jp/
× ○

内科
外科

消化器科
一ノ名　正

240 笠井医院 551-0032 大阪府大阪市大正区北村2-5-10 06-4394-7026 http://www.kasai-cl.jp ○ ○
内科　小児科

呼吸器科　アレ
ルギー科

笠井　大介
笠井　和子

済生会泉尾病院　大阪府大阪市大正区北村３丁目４−５
大正病院　大阪府大阪市大正区三軒家東５丁目５−１６

241
地域医療機能推進機構
大阪みなと中央病院

552-0003 大阪府大阪市港区磯路１丁目７−１ 06-6572-5721 https://minato.jcho.go.jp/ ○
かかりつけ患者

の投薬のみ

242 みなと生協診療所 552-0003 大阪府大阪市港区磯路3-3-4 06-6571-5594
https://www.osaka-

kizugawa.coop/minato/
○ ○

内科
小児科

倉澤　高志
みなと中央病院（大阪府大阪市港区磯路1-7-1）
耳原総合病院（大阪府堺市堺区協和町4丁465）

243 野洲クリニック 552-0004 大阪府大阪市港区夕凪2丁目17－14　2階 ０6－6577－7755 yasuclinic.jp × ○ 胃腸内科 野洲

244 （医）堀井耳鼻咽喉科 552-0015 大阪府大阪市港区池島１－１－２０ 072-6572-4658 http://www.horii-ent.jp ○ ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
堀井　睦

245 阪神野田駅前ファミリークリニック 553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-14-101 06-6450-4976 https://noda-fcl.com/ ○
内科

皮膚科
アレルギー科

衣畑成紀

246 こどもクリニックきじま 553-0003
大阪府大阪市福島区福島5－6－16　　　　　　　ラグザ大阪サ
ウスオフィス４階

06－6131－9857 https://kijima.clinic/ ○ ○
小児科

貴島　祐
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247
医療法人臨研会
今川クリニック

553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-4-10　ウエストビル2F 06-6442-9780 https://imagawa-clinic.com/ × ○
精神科

神経内科
心療内科

福本　素由己
武田　雅俊

248
医療法人優幸会
中村クリニック

553-0003
大阪府大阪市福島区福島7-6-23
日の出ビル3F

06-6455-8755
http://osaka-nakamura-

clinic.jp
× ○ 内科 中村　幸生

249 中之島いわき病院 553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-2-9 06-6458-3151 http://nih.or.jp 〇 〇 整形外科

岩城啓好
乾義弘
槇孝俊
松川哲也

250
医療法人康心会消化器内視鏡クリニック
近鉄八尾院

553－0003
大阪府大阪市福島区福島5－18－25
阪神ＮＫ共同ビル3階

06-6454-9000 https://osaka-icamera.com/ ○

内科
消化器内科
内視鏡内科
胃腸内科

印藤　直彦

251 よねだ内科・皮フ科 554-0012
大阪府大阪市此花区西九条4-3-34
セントメディックビル3F

06-6466-1001
https://yoneda-
naikahifuka.com/

○ ○
内科・小児科

皮膚科
米田　祥

米田　真理
大阪暁明館病院（大阪府大阪市此花区西九条5-4-8）

住友病院（大阪府大阪市北区中之島5-3-20）

252 医療法人徹生会　村上内科 554-0014 大阪府大阪市此花区四貫島1-1-43 06-6468-1441
https://www.murakaminaika-
konohana.com/

○ ○
内科

小児科
村上　毅

253 鈴木産婦人科 554-0021 大阪府大阪市此花区春日出北2-6-8 06-6461-0623 http://www.suzukiog.net ○ ○ 産婦人科 鈴木晋一郎 大阪市保健所

254 医療法人　北星会　鎌田クリニック 554-0021 大阪府大阪市此花区春日出北3-1-4 06-6962-3481 × ○
内科
外科

鎌田　信義

255 医療法人田井内科クリニック 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃3-19-11ルネッサンスクレージュ1F 06-6195-1636 http://www.tainaika.com/ ✕ ○ 内科 田井　茂 愛仁会千船病院（大阪府大阪市西淀川区福町3-2-39）

256
公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属
のざと診療所

555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目5-34 06-4808-8151 http://nozato-shin.org/ ○

内科
小児科
外科

整形外科

大野　啓文
赤路　英世
結城　由恵
福島　啓

西淀病院（大阪市西淀川区野里3-5-22）
千船病院（大阪市西淀川区福町3-2-39）

257 医療法人黒川診療所 555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里１－２２－２３ 06-6471-9912 https://www.kurokawaclinic.jp/ 〇 〇 内科
黒川　惠

黒川　達人

258 北野クリニック 555-0031 大阪府大阪市西淀川区出来島１－４－１８ 06-6471-2916 ○ 内科
北野　英基
北野　英人

259
医療法人　全人会
谷本内科クリニック

555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目11番5号 06-6471-3851 http://tanimoto-naika-cl.com ○
内科

糖尿病内科
谷本　眞澄
谷本　眞穗

260
公益財団法人　淀川勤労者厚生協会
附属　姫島診療所

555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目13番20号 06-6473-5151
http://www.yodokyo.or.jp/himej

ima/
○ ○

内科
小児科

穐久　英明
澤田　佳宏
井上　賢二
山本　徹也

西淀病院（大阪府大阪市西淀川区野里3-5-22）

261 社会医療法人愛仁会　千船病院 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町3-2-39 06-6471-9541 http://chibune.aijinkai.or.jp × ○ 全診療科 各担当医師 原則、当院で対面診療を行います

262 中山クリニック 556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東3-7-6熨斗ビル１F 06-4397-9299 http://nakayama-clinic.jp/ × 〇 内科 中山博文

263 医療法人真医会　福永クリニック 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目6-1-101 06-6648-0351 http://www.fukunaga-clinic.jp ○ ○
内科・外科

福永真也

264 医療法人小池クリニック 556-0012
大阪府大阪市浪速区敷津東３－１１－１０　ＡＫＩ難波ビル２
Ｆ

06-6633-9289 http://www.koike-clinic.jp × ○
内科
外科

整形外科
小池　洋志

大野記念病院（大阪市西区南堀江1-26-10）
なにわ生野病院（大阪市浪速区大国１－１０－３）

265 なんば南 藤吉医院 556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2-1-8-2階 06-4397-8787  http://www.fujiyoshi-iin.com ◯ ◯ 内科
藤吉理夫、西平

香代
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266 なかたこどもクリニック 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-13-9 難波ビル大師堂1階101号 06-7710-6568 https://nakata-kids.jp/ ◯ ◯ 小児科 中田　昌利

田附興風会医学研究所北野病院（大阪府大阪市北区）、
国立大学法人 京都大学医学部附属病院（京都府京都市
右京区）、日本赤十字社 大阪赤十字病院（大阪府大阪
市天王寺区）、社会福祉法人 石井記念愛染園 愛染橋病

267
大阪きづがわ
医療福祉生活協同組合
西成民主診療所

557-0034 大阪府大阪市西成区松2-1-7 06-6659-1010 http://www.nishinari.coop/ ○ ○
内科

小児科
整形外科

大里光伸
横川正

268
大阪きづがわ
医療福祉生活協同組合
西成民主診療所

557-0034 大阪府大阪市西成区松2-1-7 06-6659-1010 http://www.nishinari.coop/ ○ ○
内科

小児科
整形外科

大里光伸
横川正

269 医療法人嘉健会思温病院 557-0037 大阪府大阪市西成区松1丁目1番31号 06-6657-3711 http://shion-hp.or.jp/ × ○
内科・外科

内科
狭間　研至
尾山　治

医療法人嘉健会　思温病院
（大阪府大阪市西成区松1丁目1番31号）

270 天下茶屋あみ皮フ科クリニック 557-0041 大阪府大阪市西成区岸里1-1-4 06-6115-6665 ○ ○ 皮膚科 山田貴博
大阪警察病院（大阪市天王寺区北山町10-31）

阪南中央病院（松原市南新町3-3-28）

271 赤松内科クリニック 557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西2丁目4-8 06-6627-9906 http://www.akamatsu-naika.com/ ○ ○
内科

消化器科
院長　赤松浩治

南大阪病院(大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-18)
多根総合病院(大阪府大阪市西区九条南1丁目12-21)

272
医療法人オーク会
オーク住吉産婦人科

557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西2-7-9 0120-009-345 https://www.oakclinic-group.com/ ○ ○ 産科・婦人科 全医師

273 医療法人山紀会　山本第三病院 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守4丁目5番20号 06-6658-6611 https://yamakikai.or.jp/third/ ○
内科
外科

脳神経外科

山本眞理子
新谷雅司
野村勉
達脇大

274 医療法人てらかど診療所 558-0003 大阪府大阪市住吉区長居4-10-23 06-6694-3856 × 〇
内科
外科

寺角匡弘

275 いわがき内科クリニック 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東1－1－29ﾄﾞﾑｰﾙ長居南館1F 06－6616－7081 http://www.iwagakinaika.jp/ ○ ○
内科、呼吸器内
科、感染症科

岩垣　明隆
いわがき内科クリニック（大阪府大阪市住吉区我孫子東

1－1－29ﾄﾞﾑｰﾙ長居南館1F）

276 市吉医院 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東３－１－３５ 06-6691-1674 〇 〇 内科 市吉　浩 大阪府急性期総合医療センター

277 なかた医院 558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子３－３－３０ 06-6655-0590 × ○
内科

小児科
中田　真理

松原徳洲会病院
急性期総合医療センター

278
医療法人　惠愛会
クリニック畑森

558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内２－９－１１ 06-6692-4819
http://www.clinic-

hatamori.com/
× ○ 内科 畑森　信夫

大阪急性期・総合医療センター(大阪市住吉区万代東３
－１－５６)

大阪市立大学医学部附属病院(大阪市阿倍野区旭町１－
５－７)

279 杉本診療所 558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内3-2-27 06-6691-0981 無し 有り 内科、消化器科 宮田央 阪和住吉総合病院（住吉区）、耳原総合病院（堺市）

280 中西クリニック 558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘1-25-12 06-6671-5000 http://www.nakanishi-clinic.jp/ ○ ○
内科

小児科
中西孝至

中西みどり

281
医療法人錦秀会
阪和住吉総合病院

558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目２番９号 06-6692-1001
http://www.kinshukai.or.jp/kin

shukai/sumiyoshi/
× ○

内科
外科

整形外科

担当医
主治医

医療法人錦秀会　阪和記念病院
（大阪府大阪市住吉区苅田７丁目11番11号）

282 小松原千鶴子診療所 558-0044
大阪府大阪市住吉区長峡町６－７　住吉公園パインクレスト１
階

06-6671-1160 × ○ 内科 小松原　千鶴子

283  医療法人　慶秋会　あきやまクリニック 558-0047  大阪府大阪市住吉区千躰２－２－９  06-6674-8000 http://www.akiyama-clinic.jp/ ○ ○
 内科，アレル
ギー科，呼吸器

内科
 秋山　慶太

大阪急性期・総合医療センター（大阪市住吉区万代東３
－１－５６）

284 さらたにクリニック 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜２－２０－２ 06-6673-3000
http://saratani-
cl.com/recruit/

〇 〇
内科

消化器内科
外科

更谷優子
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285 越宗整形外科病院 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-26-6 06-6672-2251
http://www.koshimune.jp/hospit

al
× ○ 整形外科 越宗　勝

286 医療法人　美幸会　小澤診療所 558-0054 大阪府大阪市住吉区帝塚山東3-8-15 06-6671-6780 https://oz-hospital.jp ○ ○ 内科、小児科 小澤　幸人

あびこ病院（大阪市住吉区我孫子3-3-20）
阪和住吉総合病院（大阪市住吉区南住吉3-2-9）

大阪急性期総合医療センター（大阪市住吉区万代東3-1-
56）

287 たけだコドモクリニック 558-0054 大阪府大阪市住吉区帝塚山東2-3-14 06-6606-8115
http://www.takeda-kodomo-
clinic.com/

× ○ 小児科 武田泰輔 大阪府立急性期総合医療センター

288 医療法人　澤田医院 558-0055 大阪府大阪市住吉区万代2-8-11 06-6671-7092
https://park.paa.jp/park2/clin

ics/1087
○

内科
小児科

澤田秀智

289 井谷医院 558-0055 大阪府大阪市住吉区万代６－１９－２９ 06-6672-3302 × ○ 内科 井谷　篤史

290 社会医療法人　景岳会　　南大阪病院 ５５９－００１２ 大阪府大阪市住之江区東加賀屋１－１８－１８ 06-6685-0221 http://www.minamiosaka.com/ × ○

総合内科・内
科・循環器内
科・消化器内
科・乳腺外科

各担当医

291 社会医療法人景岳会　南大阪病院 559-0012 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 06-6685-0221 http://www.minamiosaka.com/ × 〇

総合内科・内科・循環器
内科・消化器内科・乳腺
外科　泌尿器科・胸部外
科・整形外科・耳鼻咽喉
科・外科・皮膚科・眼科

各担当医

292 医療法人英皐会　石田クリニック 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島７－１－５３ 06-4702-3020 https://www.ishida-cli.or.jp ○ ○ 内科 石田英文 山本第三病院　大阪府大阪市西成区南津森4-5-20

293 医療法人英皐会　石田クリニック 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島７－１－５３ 06-4702-3020 https://www.ishida-cli.or.jp ○ ○ 内科 石田英文 山本第三病院　大阪府大阪市西成区南津森4-5-20

294 医療法人慈心会咲洲病院 559-0033 大阪府大阪市住之江区南港中2丁目1番30号 06-6614-1111
http://www.jishin-
kai.or.jp/sakishima/

○
内科

皮膚科

【内科】
飯田　都

光信　正夫
山田　義明

・大阪みなと中央病院（大阪府大阪市港区磯路1-7-1）
・南大阪病院（大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-

18）

295 くれないクリニック 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道1-11-12 06-6796-8071 https://kurenai-c.com/ ○ ○ 内科 根本貴祥大阪鉄道病院（大阪府大阪市阿倍野区松崎町1丁目2-22）四天王寺病院（大阪府大阪市天王寺区大道1丁目4番地41号）

296 いぶき耳鼻咽喉科 560-0003 大阪府豊中市東豊中町6-1-2 06-6849-3387 https://ibuki-toyonaka.com × ◯ 耳鼻咽喉科 林　伊吹

297
医療法人聖愛会山村耳鼻咽喉科蛍池クリ
ニック

560-0032 大阪府豊中市蛍池東町2-2-16-101 06-6848-1133 https://jibika.hotarugaike.com ○ ○ 耳鼻咽喉科 山村裕眞 特に連携先を限定する予定はありません。

298 ひまわりクリニック 560-0085
大阪府豊中市上新田１丁目２８番千里中央パークヒルズＫ棟２
階２０４号

06-6871-8733
https://pakapakapappy.wixsite.com/

himawari
○ ○

漢方内科アレル
ギー科耳鼻咽喉

科
吉岡　明立

299 医療法人藏春堂小西病院 561-0802 大阪府豊中市曽根東町2-9-14 06-6862-1701 http://www.konishi-hp.com/ 〇 〇
外科

整形外科
内科

小西　昭久 当院

300
医療法人　康生会
豊中平成病院

561-0807 大阪府豊中市原田中1丁目16番18号 06-6841-3262 https://toyonakahp.jp/ 〇 ○ 内科
松本　悟

新井　秀宜
木花　鋭一

301
医療法人　康生会
平成記念病院

561-0807 大阪府豊中市原田中1丁目16番45号 06-6853-5001 https://heisehp.jp/ ○ ○ 内科
石本　知一
築山　真希

豊中平成病院（豊中市原田中1丁目16番18号）

302 整形外科水野クリニック 561-0859 大阪府豊中市服部豊町1-3-27 06-6865-0117
http://www.mizuno-

clinic2011.com
○ ○

整形外科
内科

水野　琢
済生会中津病院（大阪府大阪市）
市立豊中病院（大阪府豊中市）

303 医療法人島越内科 561-0881 大阪府豊中市中桜塚2-25-9 06-6841-1300 http://shimakoshi-naika.com/ ○ ○
内科

小児科
島越由紀子
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304 あねがわ内科 562-0001 大阪府箕面市箕面６－５－７ 072-724-3767 × ○
内科

脳神経内科
姉川　孝

姉川　昭子

305 おおひなた耳鼻咽喉科クリニック 562-0001 大阪府箕面市箕面６－５－７　くもんぴあ箕面３F 072-725-8133 http://www.ohinata.net × ○ 耳鼻咽喉科 大日向　由光

306 医療法人 啓明会 相原病院 562-0004 大阪府箕面市牧落3丁目4番30号 072-723-9000 http://www.aiharahp.com/ × ○

消化器内科
外科

整形外科
整形外科

相原 正雄
清水 宏
相原 雅治
岡 史朗

307 （医）児成会ハラノ医院 562-0005 大阪府箕面市新稲７－１４－１７ 072-724-2010 × ○
小児科
内科

原納品
原納優

308 箕面市立病院 562-0014 大阪府箕面市萱野五丁目7番１号 072-728-2001 https://minoh-hp.jp/ × ○ 全診療科 全医師 なし

309 医療法人嵩美会 みほクリニック 562-0022 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目25-23 072-726-0909 ○ ○

内科
アレルギー科

小児科
 


中野　美千穂 箕面市立病院（大阪府箕面市萱野5-7-1）

310 みなみクリニック 562-0023 大阪府箕面市栗生間谷西１－１－１２ 072-768-8120 http://mina-cli.com/ × ○

内科，呼吸器内
科、

アレルギー内
科、

南　崇史
南　朋子

箕面市立病院

311 医療法人来香理会内科外科にいみ医院 ５６２－００３２ 大阪府箕面市小野原西5－12－32 072－735－7150 http://www.niimiclinic.jp/ ○ ○ 内科 新見行人 箕面市民病院（大阪府箕面市萱野5丁目7-1）

312 滝沢小児科 562-0032 大阪府箕面市小野原西6丁目12番1号岩永ビル1階 072-729-3455 × ○ 小児科 滝沢恭子 箕面市立病院（大阪府箕面市萱野5-7-1）

313 いとうクリニック 562-0041 大阪府箕面市桜4－17－25 072-737-8011 http://itoucl.jp/ ○ ○ 内科 伊藤　大 箕面市立病院（大阪府箕面市萱野5-7-1)

314 ふるかわ医院 562-0043 大阪府箕面市桜井一丁目1番3号 072-722-0109 http://www.happy109.com ○ ○
脳神経内科

内科
古河　聡 なし

315 ふじもとクリニック 562-0043 大阪府箕面市1-7-20 宝メディカルビル１F 072-737-7186 http://fujimoto-clinic.jp ○（要問合せ） ○
内科

小児科
藤本　研治 箕面市立病院（大阪府箕面市萱野5-7-1）

316
医療法人　ガラシア会
ガラシア病院

562-8567 大阪府箕面市粟生間谷西６－１４－１ 072-729-2345 http://www.gratia.or.jp/ × ○ 外来診療各科
各外来診療
担当医師

317 たむらこどもクリニック 563-0021 大阪府池田市畑1-1-10 072-741-8143 × ○ 小児科
田村有広
山室美穂

318 つじの骨粗鬆症・整形外科クリニック 563-0025 大阪府池田市城南3丁目1-11レジデンスニシムラ1階 072-753-4152 http://i-hone.com/ × ○ 整形外科 辻野　宏明 市立池田病院（大阪府池田市城南3-1-18）

319 松本耳鼻咽喉科 563-0025 大阪府池田市城南3-1-15 I棟101-3 072-754-4187
http://www.iryo-no-

mori.com/matsumoto-jibika/
× ○ 耳鼻咽喉科 松本達始 市立池田病院（池田市城南3-1-18）

320 原クリニック 563-0025 大阪府池田市城南3-1-15 I棟101-7 072-750-1011
http://www.iryo-no-mori.com/hara-

clinic/
○ ○

内科
神経内科

原 保夫 特になし

321 大里クリニック 563-0027 大阪府池田市上池田1-8-13 072-753-2553 ○ ○ 内科 大里和久 池田市立池田病院（大阪府池田市城南3-1-18）

322 医療法人 池上皮膚科 563-0032 大阪府池田市石橋1-11-16 072-762-5053 http://www.ikegamihifuka.com × ○ 皮膚科
池上 隆彦
池上 隆太
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323 つねとし内科クリニック 563-0032 大阪府池田市石橋2-12-2 072-761-1175 ○

内科
循環器内科
呼吸器内科
消化器内科

常俊　猛史
市立池田病院、市立豊中病院

箕面市立病院、大阪大学医学部附属病院

324 医療法人文月会　原医院 563-0032 大阪府池田市石橋4-17-26 072-762-3282 http://hara.clinic ○ ○
消化器科
小児科

原　　文雄
原　　統子

325 　医療法人如月会　楠杜クリニック 563-0041 大阪府池田市満寿美町２－１２ 072-737-5001 https://kusunomori.net/ × ○
精神科

心療内科
前田　ハル子

326 はら泌尿器科 563-0041 大阪府池田市満寿美町4-3 072-751-3322 http://hara-hinyoukika.com × ○ 泌尿器科 原恒男

327 医療法人明寿会林原整形外科 563-0042 大阪府池田市宇保町５－８ 072-753-2333 https://hayashibara.info/ × ○ 整形外科 林原　卓 市立池田病院（池田市城南3-1-18）

328 医療法人　滝本クリニック 563-0046 大阪府池田市姫室町８－７ 072-753-3645 ○ ○
脳神経外科

内科
滝本　昇

市立池田病院（池田市城南3-1-18）
東保脳神経外科（大阪府池田市緑丘２丁目２番１７号）

329 堀口整形外科医院 563-0047 大阪府池田市室町2－1 072-752-1420 https://www.horiguchi-iin.com × ○

整形外科
外科

リウマチ科
堀口　泰輔

市立池田病院（大阪府池田市城南３丁目１−１８）
マックシール巽病院（大阪府池田市天神１丁目５−２

２）

330 堀口循環器内科 563-0047 大阪府池田市室町２－２ 072-753-3090 × ○
　循環器内科

内科
堀口　敬
堀口　潔

市立池田病院（大阪府池田市城南3－1－18）

331 岡﨑内科 563-0047 大阪府池田市室町５－５ ○ ○ 内科 岡﨑　欣一

332 やまだクリニック 563-0047 大阪府池田市室町7-12 072-752-1001 × ○ 循環器内科 山田　祥晴 市立池田病院（池田市城南）

333 ほりお皮フ科クリニック 563-0048 大阪府池田市呉服町１番地１　サンシティ池田１２７－１  072-753-7008 × ○ 皮膚科 堀尾　澄仁

334 つのおか循環器内科クリニック 563-0048 大阪府池田市呉服町1－１－１３６サンシティ池田１階  072-750-6610 https://tsunooka-clinic.jp/ ○ ○ 内科 角岡　潔
 つのおか循環器内科クリニック 、市立池田病院（大阪

府池田市城南3丁目1-18）

335 よしもと耳鼻咽喉科クリニック 563-0048 大阪府池田市呉服町1-1サンシティ池田303 072-750-1133 https://yoshimoto-ent.com × ○ 耳鼻咽喉科 吉本　公一郎 市立池田病院（大阪府池田市城南３丁目１−１８）

336 北村耳鼻咽喉科 563-0048 大阪府池田市呉服町2-20　クレハ220ビル　1階 072-754-8733 https://kitamura-jibika.com × ○ 耳鼻咽喉科 北村　健 市立池田病院

337 まきこどもクリニック 563-0048
大阪府池田市呉服町1丁目1番
サンシティ池田西館3階306号

072-750-0350
http://www.maki-
kc.com/index.html

× ○ 小児科
牧　一郎

篠原　京子
滝沢　祥子

市立池田病院（池田市城南3-1-18）

338 池田回生病院 563-0053 大阪府池田市建石町8-47 072-751-8001 × ○ 診療科目全て 左記の担当医師

339 西村内科 563-0056 大阪府池田市栄町８－１０－１０１ 072-748-1333 × ○
内科

糖尿病内科
西村隆通 市立池田病院（池田市城南3-1-18）

340
北大阪医療生活協同組合
本町診療所

563-0058 大阪府池田市栄本町９－４ 072-751-1331http://www.kitaiseikyo.com/hospital/ikeda/ ○ ○ 内科 山本　秀樹 市立池田病院（大阪府池田市城南3-1-18）

341 北大阪医療生活協同組合　光風台診療所 ５６３－０１０４ 大阪府豊能郡豊能町光風台５－１－１４ 072-738-6480 ○ ○
内科

矢田　光弘
衣川　文明
富永　佑児

市立池田病院(大阪府池田市城南３－１－１８）
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342 坂本内科医院 563-0104 大阪府豊能郡豊能町光風台3-15-1 072-738-0050 ○ 内科
坂本　有甫
坂本　賢哉

343 坂本内科医院 563-0104 大阪府豊能郡豊能町光風台3丁目15-1 072-738-0050 × ○ 内科
坂本有甫
坂本腎哉

344 医療法人秀徳会まわたり内科 563-0105 大阪府豊能郡豊能町新光風台２－１６－１２ 072-733-3366 http://www.mawatarinaika.com ○ ○ 内科 馬渡　秀徳

345 大阪府豊能郡豊能町国民健康保険診療所 563-0219 大阪府豊能郡豊能町余野６１番地の１ 072-739-0004
shinryousho@town.toyono.osaka.

jp
× ○ 内科 なし

市立池田病院（大阪府池田市城南３丁目１番１８号）
照葉の里箕面病院（大阪府箕面市下止々呂美５６１）

346
北大阪医療生活協同組合照葉の里箕面病
院

５６３－０２５２ 大阪府箕面市下止々呂美５６１ ０７２－７３９－０５０１ www.kitaiseikyou.com × ○ 内科 外来担当医　 箕面市立病院

347 しんまちさかいクリニック 563-0257 大阪府箕面市森町中1-1-6　箕面森町地区センター内 072-733-2255 https://www.shinmachi-cl.net/ × ○ 内科 酒井　俊宏 箕面市立病院（大阪府箕面市萱野5-7-1）

348  医療法人　たく水会　奥井医院 563-0356 大阪府豊能郡能勢町平通８０番地の５  072-734-2219 http://www.okui-iin.com/ ○ ○
内科

整形外科
リハビリ

奥井　雅憲

349 医療法人　森川医院 563-0361 大阪府豊能郡能勢町今西206 072-734-0046 http://www.morikawaiin.jp/ ○ ○
内科

消化器内科
森川　宗一郎

市立川西病院（兵庫県川西市東畦野5丁目21-1）
市立池田病院（大阪府池田市城南3丁目1-18）

350
社会福祉法人恩徳福祉会
メルヴェイユクリニック

564-0011 大阪府吹田市岸部南1-4-24 06-6318-4190
https://merveille-
clinic.jimdo.com/

× ○
内科

放射線科
三村　仁昭

351 健都はやしクリニック 564-0018 大阪府吹田市岸辺新町5-45 663846000 https://www.kentoclinic.com × ○
内科　消化器内

科
林史郎

市立吹田市民病院、大阪大学病院、市立豊中病院
済生会吹田病院

352 横田内科クリニック 564-0023 大阪府吹田市日の出町11-27 06-6318-1510 × 〇 内科 横田　丞

353 稲本医院 564-0023 大阪府吹田市日の出町12-5 06-6383-1866 ○ ○ 内科 種池 真

354 医療法人高井診療所 564-0024 大阪府吹田市高城町13-1 06-6383-6466 × ○ 外科 高井敏昭

355 清水クリニック 564-0031 大阪府吹田市元町5番14号 06-6381-0308 http://www.shimizu-clinic.biz/ 〇 〇 内科 清水　孝郎
市立吹田市民病院（大阪府吹田市岸部新町5番7号）
大阪府済生会吹田病院（大阪府吹田市川園町1-2）

356 水戸医院 564-0031 大阪府吹田市元町２２番１４号 06-6382-3226 zwsx.amebaownd.com ○ ○ 内科 新田耕介 ケースバイケース

357
明治国際医療大学
吹田クリニック

564-0034
大阪府吹田市西御旅町７－５３

06-6381-2520
http://www.meiji-
u.ac.jp/cim/clinic

 ○
※過去に受診歴の

ある者に限る
○ 内科・心療内科

今西二郎
田中邦雄

　済生会吹田病院（大阪府吹田市川園町1-2）
　医誠会病院（大阪市東淀川区菅原6-2-25）

　淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区柴島1-7-50）

358
(医)鳳樹会
杉本憲治クリニック

564-0036 大阪府吹田市寿町1-4-1 06-6381-7720
http://www.sugimoto-kenji-

clinic.com
〇 〇 胃腸内科

杉本憲治
山下博司
権　五規
伊藤裕啓

359 医療法人菊秀会皐月病院 564-0036 大阪府吹田市寿町2-7-24 06-6319-1191 https://satuki-hp.com × 〇 内科
谷一　芳夫

他4名
医療法人菊秀会皐月病院（大阪府吹田市寿町2-7-24）

360 医療法人鳳樹会　杉本憲治クリニック 564-0036 大阪府吹田市寿町１丁目４番１号 06-6381-7720 ○ ○ 胃腸内科

杉本　憲治
山下博司
権　五規
伊藤裕啓
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361 やまもとクリニック ５６４－００４４ 大阪府吹田市南金田１－２－２０－３０３ 06-6339-1248
http://yamamotoclinic1248.la.c

oocan.jp
× ○

内科
山本玉雄

362 医療法人優美会吉井クリニック 564-0051 大阪府吹田市豊津町１－２１　エサカ中央ビル5階 06-6388-0110 http://yoshiiclinic.jp ○ ○
内科・婦人科・

美容皮膚科
吉井友季子

363 医療法人　松田クリニック 564-0053
大阪府吹田市江ノ木町3番11号
第3ロンチェビル4階

06-6385-8801 matsuda-clinic.net ○ ○
アレルギー科，
皮膚科，形成外

科
松田　和也

 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病
院（大阪府吹田市川園町１番２号）

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院
（大阪市北区芝田2-10-39）

364 ちばクリニック 564-0073 大阪府吹田市山手町２－９－１ 06-6388-0358 ○
内科

小児科
千葉　渉

患者様の希望、病院の受け入れ等
状況によりどこの病院にも紹介可

365 吉岡医院 564-0073 大阪府吹田市山手町3-24-8 06-6389-5015 ○ 内科 吉岡　泰彦

366 井波医院 564-0082 大阪府吹田市片山町3-37-3 06-6388-0705 ○ ○
内科

小児科
井波　修

367 おだ医院 564-0082 大阪府吹田市片山町2丁目4-11 06-6318-5335 http://oda-medical.com ○ ○
内科・呼吸器内

科
小田知文 吹田市民病院(大阪府吹田市岸部新町5番7号)

368 医療法人　桜来会　きむらクリニック 564-051 大阪府吹田市豊津町4-38 06-6338-5050 http://www.ookikai.jp ○ ○ 小児科 木村　弘子 済生会　吹田病院

369 市立吹田市民病院 564-8567 大阪府吹田市岸部新町5番7号 06-6387-3311 https://www.suitamhp.osaka.jp/ × 〇 全科 全外来医師 当院

370 まつむら胃腸科クリニック 565-0804 大阪府吹田市新芦屋上22-1-102 06-6369-7077 https://matsumura-gic.com/ ○ 胃腸科 松村　有美子

371
医療法人沖縄徳洲会
吹田徳洲会病院

565-0814 大阪府吹田市千里丘西21-1 06-6878-1110 https://www.suita.tokushukai.or.jp/ ○ 全科 各診療科担当医

372 神原医院 565-0816 大阪府吹田市長野東１７－１５  06-6878-0560 ○ 内科、小児科 江角　真理

373 医療法人　向井診療所 565-0823 大阪府吹田市山田南３０－８ 06-6875-2664 ○ ○ 内科
向井　清
山﨑恵司

374 かわかみ心のクリニック 565-0824 大阪府吹田市山田西４－２－１８－１０１ 06-6878-0033
https://www.kawakami-

cocoro.com/
× ○ 精神科 川上英美

375
医療法人ユリシス会きむら訪問クリニッ
ク

565-0831 大阪府吹田市五月が丘東13-18　第2誠和ビル210号 06-6877-6660  http://home-dr-kimura.com ○ ○ 内科 木村　眞一

376 医療法人髙寿会　髙津診療所 565-0854 大阪府吹田市桃山台2-5-13 06-6835-2663 http://www.koujukai-group.com/ ○ ○
内科
外科

髙津　悟
社会医療法人純幸会　関西メディカル病院（大阪府豊中

市新千里西町1-1-7-2）

377 宇田レディースクリニック 565-0854 大阪府吹田市桃山台5-2-3－３F 06-6833-0558 × ○ 婦人科 宇田　聡
大阪府済生会千里病院（大阪府吹田市津雲台１丁目１番

６号）

378 医療法人たかやま眼科 565-0855 大阪府吹田市佐竹台1-4-1クリニックモール302 06-6871-5200
https://takayama-eye-

clinic.com/
× ◯ 眼科 髙山　弘平

379
医療法人末嗣会あかし内科外科クリニッ
ク

565-0855 大阪府吹田市佐竹台1-4-1　202 06-6836-1177 × 〇 内科 明石浩嗣 済生会千里病院（大阪府吹田市津雲台1-6）

20/47

http://yamamotoclinic1248.la.coocan.jp/
http://yamamotoclinic1248.la.coocan.jp/
http://yoshiiclinic.jp/
http://oda-medical.com/
https://www.suitamhp.osaka.jp/
https://matsumura-gic.com/
https://www.suita.tokushukai.or.jp/
https://www.kawakami-cocoro.com/
https://www.kawakami-cocoro.com/
https://takayama-eye-clinic.com/
https://takayama-eye-clinic.com/


380 保倉眼科 565-0862
大阪府吹田市津雲台１丁目１番４号
　リーザス南千里２階

06-6833-0333 https://www.yasukuraganka.com ○ ○ 眼科
保倉　透
保倉恵子

381 西村クリニック 565-0863 大阪府吹田市竹見台4-2-6 06-6871-0231 ○ 内科 西村与志郎

済生会千里病院（大阪府吹田市津雲台1-1-6）
国立循環器病研究センター（大阪府吹田市岸部新町6-

1）
吹田市民病院（大阪府吹田市岸部新町5-7）

382 大阪大学医学部附属病院 565-0871 大阪府吹田市山田丘2番15号 06-6879-5111
https://www.hosp.med.osaka-

u.ac.jp/
× 〇 外来全診療科 外来担当全医師

383 医療法人ロングウッド　前田クリニック 565-0874
大阪府吹田市古江台4丁目2-38
ディオス北千里2番館2-203号

06-6832-8635
https://www.kitasenri-maeda-

cl.com/
○ ○

内科、糖尿病内
科、循環器内

科、内分泌内科
前田和久

関西メディカル病院（560-0083 大阪府豊中市新千里西
町1丁目1番7-2号）

384 滝本耳鼻咽喉科 565-0874 大阪府吹田市古江台４－２－６０千里ノルテビル４０２ 06-6831-5564 ○ ○ 耳鼻咽喉科 滝本　加代

385
医療法人五啓会　　　　　髙橋脳神経外
科クリニック

565-0874 大阪府吹田市古江台4－2－60千里ノルテビル1階 06-6833-8555
http://www.takahashi-

nougeka.com/
○ 脳神経外科 髙橋　歩

386 大阪市立弘済院附属病院 565-0874 大阪府吹田市古江台6-2-1 06-6871-8013
http://www.city.osaka.lg.jp/fu

kushi/page.0000436513.html
☓ ○

内科
精神科

神経内科

南、大庭、齊藤
中西、河原田、

丸田、濵
中西、吉崎、

387 さくら診療所 565-0875 大阪府吹田市青山台2-11-14 06-6835-3794 https://sakura-sin.com/ ○ ○
内科

小児科
渡邊康裕

388 医療法人　平仁会 566-0011 大阪府摂津市千里丘東3-10-14 ○ ○
内科

小児科
明石　季憲

吹田市民病院
済生会吹田病院

389 むらた小児科 566-0021
大阪府摂津市南千里丘4－25
コノミヤ摂津市駅前店２階

 06-6317-3900http://murata-kids-clinic.com/index.php × ○
小児科　　　　ア
レルギー科　リ

ウマチ科
村田卓士

・大阪府済生会吹田病院　564-0013 大阪府吹田市川園町
1-2　　　　　　・大阪医科大学附属病院　569-8686 大阪府高

槻市大学町2番7号

390 温優会松井クリニック 566-0022 大阪府摂津市三島3-7-4 06-6383-7010 https://oykm-clinic.com/ ○ 内科 松井　保憲

大阪府済生会吹田病院（大阪府吹田市川園町１－２）
市立吹田市民病院（大阪府吹田市岸部新町５－７）

国立循環器病研究センター（大阪府吹田市岸部新町６－
１）

391 南摂津メンタルクリニック 566-0074 大阪府摂津市東一津屋4-10 アトリウム南摂津2F 06-6829-3730 http://mimami-settsu.jp/ × ○
心療内科・精神

科
村田　俊輔 当院

392
医療法人　恒昭会
藍野病院

567-0011 大阪府茨木市高田町11-18 072-627-7611
http://www.koshokai.or.jp/aino

/
× ○ 内科 当院内科医師

393 岩松クリニック 567-0012
大阪府茨木市東太田１丁目１番１０９号
ローレルハイツ茨木総持寺１階

072-627-3834 × ○ 内科，泌尿器科 岩松　克彦

394 すぎたクリニック 567-0021 大阪府茨木市三島丘２－８－１７ 072-620-1115 http://sugita-clinic.com ○ ○
内科

消化器内科
杉田　光司 北摂総合病院（大阪府高槻市北柳川町6-24）

395 茨木医誠会病院 567-0028 大阪府茨木市畑田町11-25 072-627-7771
http://www.mmjp.or.jp/ibarakii

s/
× ○

内科
平田　俊樹 医誠会病院（大阪府大阪市菅原6-2-25)

396 西部クリニック 567-0031 大阪府茨木市春日1-1-3 072-622-6166 http://nishibe-clinic.com/ ○ ○
胃腸内科

外科
西部俊三

大阪府済生会茨木病院
茨木市見付山2丁目1番45号

397 ふじもとクリニック 567-0031 大阪府茨木市春日２－２－９やまだいビル２階 072-657-8860 http://fujimoto-apcl.com 〇 〇
小児科

アレルギー科
藤本　雅之

398 山本内科医院 567-0032 大阪府茨木市西駅前町10-110 072-622-6466 ○ ○ 内科 山本　達雄 済生会茨木病院（茨木市見付山2-1-45）
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399 多田クリニック 567-0034 大阪府茨木市中穂積１－２－３ 072-622-1239 http://tadaclinic.web.fc2.com/ × ○ 脳外科 多田裕一

400 いのうえ整形外科 567-0035 大阪府茨木市見付山２丁目１番３号 072-646-8805
ortho.inoue213@white.plala.or.

jp
○ ○ 整形外科 井上隆

大阪府済生会茨木病院（大阪府茨木市見付山2丁目1番45
号）

401 すぎた子どもクリニック 567-0035 大阪府茨木市見付山1丁目1‐40‐8 072‐645‐7333 http://www.sugitakodomo.com
1　当院を受診された
ことのある方のみ

〇 小児科 杉田久美子
当院にご来院していただきます。

必要があれば近隣病院をご紹介します。
大阪府済生会茨木病院(大阪府茨木市）　等

402 医療法人船戸医院 567-0041 大阪府茨木市下穂積2丁目9番17号 072-627-3139
http://www.web-

clover.net/funatoclinic/
○ ○

内科 森口林太郎・森
口三咲

403 北大阪ほうせんか病院 567-0052 大阪府茨木市室山　1－2－2 072-643-6921 http://seiwa-h.org × ○
内科

整形外科
担当医師

対面診療が必要と判断した場合には当院を受診してもら
う

404 友紘会総合病院 567-0058 大阪府茨木市西豊川町25番1号 072-641-2488 http://www.yukoukai.com × ○

内科・外科・整
形外科・小児

科・眼科・耳鼻
咽喉科・脳神経

外来担当医
電話診療の際、対面診療が必要と判断した場合は自院で

診療

405 医療法人友紘会彩都友紘会病院 567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-2-18 072-641-6898
http://www.saito-yukoukai-
hp.jp/

○ ○ 内科
杉浦　孝司　米

田　勉

406 恵愛クリニック 567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目2番1号 072-641-5777 https://keiaicl.jp/ ○ ○

内科 島田一惠
丸岡桃
大澤昌宏
山田育宏

箕面市立病院(箕面市萱野5-7-1)
高槻赤十字病院(高槻市阿武野１丁目１番１号)

407 医療法人　清風会　　　　茨木病院 567-0801 大阪府茨木市総持寺一丁目４番１号 072-622-2721 http://www.seifukai.org/ × ○
精神科

心療内科
外来担当医全員 無し

408  医療法人駿仁会　ベッチャククリニック 567-0803 大阪府茨木市中総持寺町１２番２号  072-635-1021 
http://becchaku-
clinic.jp/clinic/

× ○
内科

麻酔科
別役 聡士

409 医療法人　やまもとクリニック 567-0816 大阪府茨木市永代町7-10　川崎ビル2階 072-645-5166
https://www.yamamoto-c-
ibaraki.jp/

× ○
内科

小児科
山本紀彦

社会医療法人仙養会　北摂総合病院（大阪府高槻市北柳
川町６−２４）

大阪府済生会茨木病院（大阪府茨木市見付山2-1-45）

410 大谷クリニック 567－0817 大阪府茨木市別院町１－３３ 072-627-6662
https://www.o-

clinic.withu.link
× ○

心療内科・精神
科・内科

大谷峯久
宮脇真理子

411 平田整形外科クリニック 567-0823 大阪府茨木市寺田町１１－７ 072-636-6267 http://hirata-seikeigeka.com/ × ○
整形外科・リハ
ビリテーション

科・外科

平田　美幸
山本　隆夫
平田　哲朗

当院にまず受診するように指示いたします。
その後必要なら近隣の病院を紹介します。

412 医療法人崇孝会　北摂クリニック 567-0826 大阪府茨木市大池1ー10ー37 072-633-3313 http://www.sukokai.or.jp/ × ○
内科　循環器内

科

柚木孝仁　久田
洋一　中田和伸

中田さをり

413 川尻クリニック 567-0828 大阪府茨木市舟木町１９－２０林泉第７ビル１Ｆ 072-632-0200 × ○ 脳神経外科 川尻　勝久

414
医療法人　寿和会　みともり子どもクリ
ニック

567-0828 大阪府茨木市舟木町2-7　オフィスルブラン101 072-657-8355 https://mitomori-kc.com/ ○ ○
小児科

水戸守壽洋

415 きどレディースクリニック 567-0828 大阪府茨木市舟木町15-6 072-635-6366 × ○ 産婦人科 高島　美智子 大阪医科大学付属病院(大阪府高槻市大学町2-7)

416 医療法人　森脇内科 567-0829 大阪府茨木市双葉町１０番１号　茨木東阪急ビル３階  072-635-4900 × ○ 内科 森脇　昭

417 うめだ整形外科 567-0829
大阪府茨木市双葉町6-2
フォルテ・ディ・コンフォート2階

072-635-3970 https://umedaseikei.com × ○

整形外科
リハビリテー

ション科
梅田　直也

うめだ整形外科（大阪府茨木市双葉町6-2
フォルテ・ディ・コンフォート2階）

北摂総合病院（大阪府高槻市北柳川町6-24）
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418 医療法人 領愛会　大嶋クリニック 567-0829 大阪府茨木市双葉町8-19 072-633-0119 http://oshimaclinic.jp/ ○ ○ 内科
大嶋　一德
大嶋　太郎

愛仁会高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号）
大阪府済生会茨木病院（大阪府茨木市見付山2-1-45）

高槻赤十字病院（高槻市阿武野1丁目1番1号）
仙養会 北摂総合病院（大阪府高槻市北柳川町6-24）

419 おくだ内科クリニック 567-0829 大阪府茨木市双葉町6-2-401 072-657-8637 https://okuda-naika.jp/ 〇 〇 内科 奥田　和人

420 医療法人宇都山医院 567-0843 大阪府茨木市星見町10番30号 072-634-0202
http://utsuyama-

reha.moon.bindcloud.jp/
○ ○

内科
神経内科

リハビリテー
ション科

宇都山欣也 来院して頂きます（未調整）

421  篠永医院 567-0851 大阪府茨木市真砂1丁目2番36号  072-633-3776 http://www.2r.com/3776/ ○ ○
内科、外科、放

射線科
篠永　安秀

済生会茨木病院（大阪府茨木市見付山２丁目１番４５号
）

北摂総合病院（大阪府高槻市北柳川町６番２４号 ）
第一東和会病院（大阪府高槻市宮野町２番１７号 ）

422 茂松整形外科 567-0851 大阪府茨木市真砂3-12-19 072-633-8801
http://www.shigematsuseikeigek

a.jp/
× ○ 整形外科 茂松茂人

423 医療法人高島整形外科 567-0868 大阪府茨木市沢良宜西1-13-22 072-630-2600 http://wwｗ.takasima.jp ○ ○
整形外科　リウ
マチ科 リハビ
リテーション科

高島孝之
高槻病院（高槻市古曽部町1-3-13）

済生会茨木病院（茨木市見付山2-1-45）

424 はせがわ耳鼻咽喉科 567-0868
大阪府茨木市沢良宜西１－１－１３
タウンハイツ南茨木５号館２階

072-633-7145 https://hasegawa-jibi.com × ○ 耳鼻咽喉科
金沢敦子

長谷川寛治

425 医療法人　高原クリニック 567-0868
大阪府茨木市沢良宜西１丁目１番３号　南茨木第２阪急ビル４
階

072-633-9029 http://takaharaclinic.jp/ × ○ 内科
高原　順矢
野嶋　孝次

医療法人　高原クリニック
（茨木市沢良宜西１丁目１番３号　南茨木第２阪急ビル

４階）

426 たつみ内科クリニック 567-0872
大阪府茨木市新中条町１番３０号
ビエラ茨木新中条２階

072-631-1810 https://tatsumi-naika.jp/ × ○
内科

消化器内科
糖尿病内科

巽　昭雄

427
医療法人なかおこども　　　　クリニッ
ク

567-0873 大阪府茨木市小川町8番22号 072-646-7555 http://www.nakao-kodomo.jp 〇 〇 小児科 中尾　亮太
済生会茨木病院（大阪府茨木市見付山2-1-45）

社会医療法人　高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1丁目
３番13号）

428 はしづめ内科 567-0876 大阪府茨木市天王2丁目6-7　エルディ南茨木2F 072-621-7373 http://www.hashizume-naika.com × ○ 内科 橋爪喜代子

田中病院(茨木市東奈良3-16-31)
淀川キリスト教病院(大阪市東淀川区柴島1-7-50)

大阪府済生会茨木病院(茨木市見付山2-1-45)
吹田徳洲会病院(吹田市千里丘西21-1）

429 茨木診療所 567-0882 大阪府茨木市元町4-16 072-624-3977 http://ibaraki-clinic.com ○ ○
内科

小児科

安達克郎
中村文昭
重土好古
大植孝治

430 いしが城谷クリニック 567-0883 大阪府茨木市大手町１２－３ 072‐622-3003 https://www.ishiga-iin.com ×
〇　以前からの定期通

院の方のみ
内科

城谷知彦 愛仁会高槻病院　大阪府高槻市古曽部町

431 　細見医院 567-0886 大阪府茨木市下中条町７番１０号 072-622-5159 https://hosomiclinic.com/ ○ ○ 内科 細見　洋一
済生会茨木病院

（茨木市見付山２丁目１番４５号）

432 増田内科医院 567-0886 大阪府茨木市下中条町３番４号　アークＡ 072-624-0661
https://masudanaika.medicoop.n

e.jp/
× ○ 内科 増田　一裕

大阪府済生会（茨木病院茨木市見付山２丁目１番４５
号）

高槻病院（高槻市古曽部町１丁目３番１３号）
高槻赤十字病院（高槻市阿武野１丁目１番１号）

433 なかむかいクリニック 567-0886 大阪府茨木市下中条町４番５号　ラ・フレール２階 072-621-2194 http://www.nclinic.jp/ ○ ○
精神科

心療内科
神経科

中迎　憲章
河原　みどり

第一東和会病院（高槻市宮野町２番１７号）

434
医療法人社団日翔会
日翔会病院

567-0888 大阪府茨木市駅前3-6-23 072-623-0234 https://nisshokai.or.jp/ ○ ○
整形
内科

末廣
渡辺・神農

秋本

谷川記念病院(茨木市春日1-16-59)
済生会茨木病院(茨木市見付山2-1-45)

435 さと在宅クリニック 567-0895 大阪府茨木市玉櫛2-28-12-1F 072-637-1556 × ○ 内科 川床　聡

436 秋岡・西代医院 567-0895 大阪府茨木市玉櫛2丁目32番10号 072-632-3232 ○ ○ 内科
秋岡　壽

秋岡　寿一

大阪府済生会茨木病院（茨木市見付山２丁目１番４５
号）

北摂総合病院（高槻市北柳川町６番２４号〉
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437 しおみ整形外科痛み・関節クリニック 567-0872 大阪府茨木市新中条町1-30ビエラ茨木新中条2階 072-631-6580 https://shiomiclinic.com/ ○ ○ 整形外科 塩見俊行 済生会茨木病院（大阪府茨木市見付山2-1-45）

438 星のクリニック 569-0023 大阪府高槻市松川町25-5 072-662-8121 https://hoshinoclinic.com/ × ○ 精神科
浦上　藍子
星野　悠介

439 しもむら内科クリニック 569-0025 大阪府高槻市藤の里町9-5 072-668-3152
http://www.shimomura-int-

clinic.com
○

内科
漢方内科

下村　裕章
第一東和会病院（大阪府高槻市宮野町2-17）
高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1-3-13）

大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

440 医療法人英恵会　白石整形外科 569-0025 大阪府高槻市藤の里町１８－２６ 072-662-6006 〇 〇

整形外科
リウマチ科
　リハビリ

テーション科

白石　龍哉
白石　英典

原則，当院で対面診療を行います

441 かわもとこどもクリニック 569-0046 大阪府高槻市登町18-1 072-676-7601 www.ueda-simo.or.jp/kodomo/ ○ ○ 小児科 河本浩二
大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

高槻病院(大阪府高槻市古曽部町1-3-13）

442 藤村医院 569-0053 大阪府高槻市春日町５－１０ 072-674-2518 https://fujimura-iin.jp/ ○ ○
内科，リウマチ

科
藤村　圭祐

443 医療法人藤村診療所 569-0053 大阪府高槻市春日町２－３７ 072-672-1331 http://fujimura-shinryosho.jp/ × ○ 内科，皮膚科 藤村　紫
第一東和会病院（高槻市宮野町２番１７号）

高槻病院（高槻市古曽部町１丁目３番１３号）

444 さいとう内科クリニック 569-0055 大阪府高槻市西冠1-12-8 たかつき西冠ビル1階 072-676-7666 https://saito-naikacl.com ○ ○
内科

アレルギー科
泌尿器科

齊藤　純
大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

社会医療法人愛仁会高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1-
3-13）

445 しらかわクリニック 569-0055 大阪府高槻市西冠3丁目12-17 072-670-6780 https://shirakawaclinic.jp/ × ○ 内科
白川　善純

井元　恵津子
自院で対応

446 医療法人聖佑会おおしま眼科クリニック 569-0055 大阪府高槻市西冠1-12-8 072-676-8900 http://oshimaganka.com/ × ○ 眼科 大島　佑介 大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

447 澤田医院 569-0071 大阪府高槻市城北町２－１４－１４ 072-675-1020 × ○ 循環器内科 澤田　賢市

大阪医科大学附属病院（高槻市大学町２番７号）
第一東和会病院（高槻市宮野町２番１７号）
北摂総合病院（高槻市北柳川町６番２４号）

高槻病院（高槻市古曽部町１丁目３番１３号）

448 横山医院 569-0071 大阪府高槻市城北町1-4-33 072-675-0009 〇 内科
横山　永
横山　芳

大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）
高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1-3-13）

449 福田クリニック 569-0076 大阪府高槻市出丸町２－１７ 072-671-7442 ○ ○
皮膚科
肛門科

岡本彩子
福田治彦

大阪医科大学附属病院（高槻市大学町２番７号）

450
医療法人島津内科
クリニック

569-0081 大阪府高槻市宮野町17-1 072-675-3003 http://www.shimazu-clinic.com ○ ○ 内科 谷村　義久
高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13)
第一東和会病院（大阪府高槻市宮野町2-17)

451 中島荘野クリニック ５６９－００８３ 大阪府高槻市永楽町３－１１ 072-662-7557 ○ ○ 内科 中島立博

452 藤田胃腸科病院 569-0086 大阪府高槻市松原町17-36 072-671-6073 https://www.fujita.or.jp/
〇

ただし、電話での初診
は受け付けていない。

〇
内科

消化器内科

本郷　仁志
木村　次宏
中嶋　俊彰

大阪医科大学附属病院(大阪府高槻市大学町2番7号）
第一大東和会病院（大阪府高槻市宮野町2-17）　等

453 医療法人大桑皮膚科 569-0802 大阪府高槻市北園町１４－２０ 072-682-1154 https://www.okuwa-hifuka.com/ × ○ 皮膚科 大桑　隆
大阪医科大学附属病院（高槻市大学町２番７号）
　高槻病院（高槻市古曽部町１丁目３番１３号）

454
医療法人　仁寿会
駅前さとるブレストクリニック

569-0802 大阪府高槻市北園町14番13号　森本ビル2・3階 072-683-3100 https://www.satoru-breast.com/ × 〇
乳腺外科

外科・消化器内
科

田中　覚
大阪医科大学付属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1-3-13）

455 医療法人 今津診療所 569-0803 大阪府高槻市高槻町10番22号　2階 072-683-0039 http://www.imazu-clinic.jp/ × ○
精神科

心療内科
今津　好秀
今津　伸一
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456 西医院 569-0803  大阪府高槻市高槻町７－２２ 072-685-0175
http://www.myclinic.ne.jp/nish

iiin/pc/
○ ○

外科
胃腸科
肛門科

西　律

457  澤木内科・糖尿病クリニック 569-0804
大阪府高槻市紺屋町１－１－５０１
グリーンプラザたかつき１号館５階

072-669-8111
https://www.osaka-
tounyoubyou.jp/

× ○ 糖尿病内科  澤木　秀明
 社会医療法人愛仁会高槻病院

（高槻市古曽部町１丁目３番１３号）
 大阪医科大学附属病院（高槻市大学町２番７号）

458 澤木内科・糖尿病クリニック 569-0804 大阪府高槻市紺屋町1-1-501A グリーンプラザたかつき1号館5階 072-669-8111
https://www.osaka-
tounyoubyou.jp/

○ ○ 糖尿病内科 澤木　秀明

459 青谷クリニック 569-0805 大阪府高槻市上田辺町1-30大阪住宅ビル3階 072-691-1811 http://www.aotani-iin.com/ X 〇 精神科 青谷　弘

460 丸山眼科医院 569-0812 大阪府高槻市登美の里町2-8 072-696-2149 http://maruyama-eye.com/ × ○ 眼科
丸山　俊郎
丸山　優子
丸山　耕一

大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

461 小西けんじ皮フ科クリニック 569-0814  大阪府高槻市富田町５丁目２４番１５号 072-690-1211 ○ 皮膚科 小西　研史

462 医療法人庸愛会　富田町病院 569-0814 大阪府高槻市富田町6-10-1 072-696-7754 http://www.youaikai.or.jp/ ○ 内科 常勤医師全て

大阪医科大学付属病院（高槻市大学町2-7）
第一東和会病院（高槻市宮の町2-17）
高槻病院（高槻市古曽部町1-3-13）

北摂総合病院（高槻市北柳川町6-24）

463 摂津診療所 569-0814 大阪府高槻市富田町３丁目１番１４号 072-696-0505
https://www.settsu-

shinryousyo.jp/
○ ○

内科
小児科

竹内　望
北摂総合病院(高槻市北柳川町６番２４号)

大阪医科大学附属病院(高槻市大学町２番７号)

464 たむらクリニック 569-0818 大阪府高槻市桜桜ケ丘南町２３－５ 072-692-5391 〇 〇
内科

小児科
田村　雅一

高槻病院（大阪府高槻市古曽部町１－３－１３）
北摂総合病院（大阪府高槻市北柳川町６－２４）

465 医療法人彰樹会　坂谷クリニック 569-0822 大阪府高槻市津之江町1-44-3 072-670-0155
http://www.eonet.ne.jp/~sakata

niclinic/
○ ○

内科・消化器科
小児科

坂谷則彰
医療法人愛仁会高槻病院

466 川口医院 569−0822 大阪府高槻市津之江町1−50−1 072−672−8686 ◯
内科

呼吸器内科
小児科

川口　哲史
川口　清敏

北摂総合病院（大阪府高槻市北柳川町6−24）
高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1−3−13）

大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2−7）

467 おかざき内科クリニック 569-0823 大阪府高槻市芝生町１−１−１２ 072-679-3501 http://www.okazakiclinic.com × ○
内科

循環器内科
岡﨑　英明

北摂総合病院(大阪府高槻市北柳川町６−２４)
高槻病院(大阪府高槻市古曽部町１−３−１３)

468 もりた内科・胃腸内科 569-0824 大阪府高槻市川添２－１５－８ 072-669-7676
http://136-morita@morita-

naika.net
× 〇

内科
胃腸内科

森田　勇

469 下谷内科 569-0824 大阪府高槻市川添２丁目２３番７号 072-695-1266 ○ ○ 内科 下谷　麻里子 北摂総合病院（高槻市北柳川町６番２４号）

470 川添丸山眼科 569-0824 大阪府高槻市川添2-9-10　藤川ビル1F 072-693-0193
http://kawazoe-maruyama-

eye.com/
× ○ 眼科

丸山　耕一
丸山　優子

大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

471 下谷内科 569-0824 大阪府高槻市川添２丁目２３番７号 072-695-1266 https://shimotaninaika.jp/ ○ ○ 内科 下谷　麻里子 北摂総合病院（高槻市北柳川町６番２４号）

472 はやし眼科クリニック 569-0825 大阪府 高槻市栄町１丁目１番３２号  072-695-1119 https://hayashi-eye.com/ ○ 眼科 林　麻衣子

473 久田医院 569-0825 大阪府高槻市栄町３－７－１８ 072-692-2266 × 〇
内科

小児科 津久田康成

社会医療法人仙養会北摂総合病院
（569－8585高槻市北柳川町６－２４）

社会医療法人愛仁会高槻病院
（569-1192 高槻市古曽部町１－３－１３）

474 医療法人　川口内科　 569-0826 大阪府高槻市寿町3丁目３８－２１ 072-693-0633
https://www.kawaguchi-

naika.com/
○ ○

内科、小児科、
胃腸科、循環器

科
川口憲明

北摂総合病院（高槻市北柳川町６番２４号）
みどりが丘病院（高槻市真上町３丁目

高槻病院（ 高槻市古曽部町１－３－１３）
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475 大阪医科大学三島南病院 569-0856 大阪府高槻市玉川新町8-1
072-677-1333

（代表）
https://www.omcmmh.jp/ ○

内科、 脳神経
内科、 外科、
脳神経外科、
整形外科、 眼

各診療科担当医 大阪医科大学三島南病院

476 おかざき眼科 569-1025 大阪府高槻市芝谷町35-19 072-689-1444 www.okazakiganka.com × ○ 眼科 岡﨑　紀
大阪医科大学

高槻病院

477 おかざき眼科 569-1025 大阪府高槻市芝谷町３５−１９ 072-689-1444 http://www.okazakiganka.com × ○ 眼科 岡﨑　紀
大阪医科大学附属病院(大阪府高槻市大学町2-7)

高槻病院(大阪府高槻市古曽部町1-3-13)

478 医療法人川村産婦人科医院 569-1031 大阪府高槻市松が丘１－１－１ 072-687-7557
https://kawamura-
sanfujinka.or.jp/

〇 産婦人科 川村　真 愛仁会高槻病院

479 新阿武山病院 569-1041 大阪府高槻市奈佐原４丁目１０番１号 072-693-1881
http://www.abuyama@shinｰ

abuyama.or.jp
○ 精神科

米田博
岡村武彦
小林伸一
佐谷誠司

大阪府高槻市奈佐原４丁目１０番１号

480 医療法人光愛会光愛病院 569-1041 大阪府高槻市奈佐原４丁目３番１号 072-696-2881 https://www.kouai.or.jp/ × ○ 精神科

藤川　昌典
鈴木　光志
岡田　夕子
伊達　泰彦

みどりヶ丘病院(大阪府高槻市真上町３丁目１３−１）

481 医療法人 上島内科医院 569-1044 大阪府高槻市上土室５丁目20-10 072-693-5335 https://ueshima-med.jp/ ○ ○ 内科
安東　里真
田嶌　政郎

高槻赤十字病院（大阪府高槻市阿武野１丁目１番１号）

482 高槻赤十字病院 569-1096 大阪府高槻市阿武野1-1-1 072-696-0571
http://www.takatsuki.jrc.or.jp

/
○ ○ 全診療科 各担当医師 対面診療はなし

483  かきはらみずほクリニック 569-1116
大阪府高槻市白梅町５－２０－３０６
ジオ高槻ミューズレジス３階

 072-648-3456 https://k-mizuhocl.com/ × ○
内科、消化器内

科
 柿原　瑞穂

484
医療法人jMOG 　　　　　　田辺レディー
スクリニック

569-1116 大阪府高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 4F 072-668-4651 https://tanabe-clinic.jp/ 無し 　〇有 婦人科 田辺　晃子

485 医療法人後藤レディースクリニック 569-1116
大阪府高槻市白梅町４番１３号
　ジオ高槻ミューズＥＸ５階

072-683-8510 https://goto-ladies.com/ × ○
不妊治療・生殖

医療

後藤　栄
中西　桂子

平田　貴美子

486 おおくま医院 569-1117 大阪府高槻市天神町２丁目６－２０  072-684-0363 https://okumaiin.jp/ × ○ 内科、小児科 大隈　正純 再診の方の電話診療のみ対応

487 新阿武山クリニック 569-1117
大阪府高槻市天神町１丁目１０－１　　　　　　　たかつき天
神ビル２階

072-682-8801
http://www.shin-abuyama-

clinic.jp/
〇

精神科
心療内科

林　宏一
平野　建二

新阿武山病院（大阪府高槻市奈佐原４丁目１０－１）

488 中山クリニック 569-1121
大阪府高槻市真上町２－６－１１
　まかみクリニックモール１Ｆ

072-648-3211 ○
内科，循環器内

科
中山　明子

愛仁会　高槻病院（高槻市古曽部町１丁目３番１３号）
大阪医科大学附属病院

みどりヶ丘病院

489
社会医療法人祐生会
みどりヶ丘病院

569-1121 大阪府高槻市真上町３－１３－１ 072-681-5717
https://www.midorigaoka.hospit

al/
〇

内科、消化器内
科、循環器内

科、外科、整形
外科、脳神経外

左記担当
常勤医師

490
大阪医科大学健康科学
クリニック

569-1123 大阪府高槻市芥川町1-1-1ＪＲ高槻駅ＮＫビル 072-684-7235 http://www.omchsc.jp/ ○
内科

婦人科
乳腺外科

藤原 祥子
後山　尚久
福田　彰

酒谷　優佳

大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

491 しんあい病院 569-1123 大阪府高槻市芥川町2-3-5 072-681-5533 未 ○

内科
外科

整形外科
小児科

高井　高須
斯波　鶴岡
吉本　槇野

久保山　笹川

492 増本医院 569-1123 大阪府高槻市芥川町２丁目１３－２９ 072-685-0271 × ○ 皮膚科 上津　佳子 高槻病院（高槻市古曽部町１丁目３番１３号）

493
医療法人将奈会
白石クリニック

569-1123 大阪府高槻市芥川町1丁目13番14号 072-669-7701
http://www.shiraishi-

clinic.jp/
× ○

整形、リハビリ
内科、消化器内

科

白石将史
白石奈々子

大阪医師大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7)
高槻病院（大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13)
みどりが丘病院（大阪府高槻市真上町3-13-1)
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494  阿部整形外科・内科 569-1136  大阪府高槻市郡家新町４－３１ 072-681-0500 ○
整形外科

内科
阿部　邦美

阿部　奈々美

495 医療法人島津会宮田診療所 569-1142 大阪府高槻市宮田町2丁目5-28 072-696-0139 ○ ○
内科

小児科
島津　保生

496 角辻医院 569-1142 大阪府高槻市宮田町2丁目16-14 072-696-1809 http://sumitsuji.com/ ○ ○
内科

循環器科
消化器科

角辻格
高槻赤十字病院（大阪府高槻市阿武野1-1-1）
みどりヶ丘病院（大阪府高槻市真上町3-13-1）

497 医療法人聖佑会おおしま眼科宮田町クリニック 569-1142 大阪府高槻市宮田町1-29-18たかつき宮田町ビル3階 072-690-7540 http://oec-miyatacho.com/ × ○ 眼科 溝口　晋 大阪医科大学附属病院（大阪府高槻市大学町2-7）

498 おおぎたに内科・胃腸内科 569-1142 大阪府高槻市宮田町1-29-18 072-668-6705 http://www.ohgitani-ichounaika-cl.com 〇 ○
内科

胃腸内科
扇谷大輔

高槻赤十字病院：高槻市阿武野1-1-1
高槻病院：高槻市古曽部町1-3-13
第一東和会病院：高槻市宮野町2-17

499 富田つじ耳鼻咽喉科 569-1144 大阪府高槻市大畑町1番３号マツダビル２階３階 072-696-3633 https://www.tonda-tsuji.com/ × 〇 耳鼻咽喉科 辻雄一郎 未定

500 医療法人合仁堂　ごうだ内科 569-1144
大阪府高槻市大畑町８番１号
ハヤマ摂津富田駅前ビル１階

072-693-0016 ○ 内科 合田　公志

501 こうあいクリニック 569-1144 大阪府高槻市大畑町６-１５ 072-697-1700
http://www．Ｋｏｕａｉ-ｃｌ．

Ｃｏｍ
× 〇 心療内科 藤本心祐

502 社会医療法人仙養会　北摂総合病院 569-8585 大阪府高槻市北柳川町6-24 072-696-2121
https://www.hokusetsu-

hp.jp/index.html
× 〇

内科
循環器科

左記常勤担当医

503 大阪医科大学附属病院 569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号 072-683-1221
http://hospital.osaka-

med.ac.jp/
○ 全診療科 全医師 特に規定せず

504 ちはるクリニック 570-0008
大阪府守口市八雲北町2-10-9
シャーメゾンステラ1階

06-6991-8335 http://chiharu-clinic.com/ × 〇 内科 榎木千春

505
医療法人健智会
しみずファミリークリニック

570-0014 大阪府守口市藤田町　5-8-5 06-6914-4390 https://shimizu-fc.com/ × 〇

内科
小児科

アレルギー科
外科

清水　健
清水　智子

自院
松下記念病院（大阪府守口市外島町5-55）

506 ちぐさクリニック 570-0017 大阪府守口市佐太東町1丁目38-2 06-6905-8787 https://chigusa-clinic.com
△（継承元の患者で
カルテがある場合は

定期処方の継続可能）
〇

内科
腫瘍内科 下野千草

自院でまずは診療後に連携病院等へ紹介
（松下記念病院、守口敬仁会病院、

守口生野記念病院、青樹会病院、吹田徳洲会病院）

507 医療法人小野山診療所 570-0028 大阪府守口市本町２-５-３２ 06-6991-0385 httpｓ://www.onoyamaclinic × ○
内科 清水　秀和

関西医科大学総合医療センター（大阪府守口市文園町
10-15）

508 沼脳神経外科クリニック 570-0028 大阪府守口市本町２丁目１－２４ 06-6967-8000 http://www.numa-ns-clinic.jp/ ○ ○ 脳神経外科 沼　義博
関西医科大学総合医療センター（守口市）

大阪市立総合医療センター（大阪市）

509 吉岡内科クリニック 570-0028
大阪府守口市本町2丁目１１番守口ミッドサイト文禄ヒルズザ・
タワー4Ｆ

06-6995-6855 ｘ ○ 糖尿病内科 吉岡敬治

510 まつもとクリニック 570-0028 大阪府守口市本町1丁目5番8号 京阪守口ビル3階 06-6998-2115 https://www.matsumotoclinic-moriguchi.com/ × ○
精神科

心療内科
松本　浩司

511 橋本眼科 570-0032 大阪府守口市菊水通１－１－１１ 06-6998-3331 × ○ 眼科
大塚和彦
大塚陽世

512 加藤クリニック 570-0034 大阪府守口市西郷通１－１０－１ 06-6992-8606 × 〇 内科 加藤　弘文
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513 医療法人きよたクリニック 570-0038 大阪府守口市河原町10-15テルプラザ1階 06-6992-5517 https://kiyotaclinic.com/ ○ ○
内科

清田啓介

514
医療法人 清水会
鶴見緑地病院

570-0044 大阪府守口市南寺方南通3丁目4番8号 06-6997-0101 http://www.seisuikai.net/iryo/tsurumi/ ○ ○

内科　整形外科
脳神経外科
泌尿器科
皮膚科

515 てらかたクリニック 570-0045 大阪府守口市南寺方中通２－２－２３ 06-6439-8063 http://www.eonet.ne.jp/~momotan/ ○ ○
内科

皮膚科
寺方　聡一
寺方　聡一

近隣の病院

516 医療法人　井上医院 570-0073 大阪府守口市土居町3番9号 06-6991-2931 ○ ○ 内科 井上　学

517  医療法人　橋本クリニック 570-0079 大阪府守口市金下町２ー１２ー５  06-6991-2555 × ○ 内科 橋本　貴司

518 医療法人長尾会守口長尾会クリニック 570-0081 大阪府守口市日吉町1丁目2-9 072-822-3564
http://m-
nagaokai.webmedipr.jp/

× ○
精神科・心療内

科
野村 吉宣

医療法人長尾会ねや川サナトリウム 572-0854 大阪府寝
屋川市寝屋川公園2370-6

医療法人長尾会長尾会クリニック 572-0853 大阪府寝屋
川市大谷町7-3

519 医療法人中村医院 570-0083 大阪府守口市京阪通2－10－14 06-6991-1647 ka87337@jg7.so-net.ne.jp ○ ○
内科

小児科・外科
光吉鈴代・光吉

一弘
松下記念病院（守口市外島町5－55）関西医大総合医療センター（守口市文園町10－15）

520 長瀬診療所 571-0015 大阪府門真市三ツ島4丁目21-35 072-882-7077 https://nagase-cl.com/ ○ ○
内科
外科

整形外科

長瀬　眞一
長瀬　博次

自院

521 (医)松下こどもクリニック 571-0030 大阪府門真市末広町18－9 06-6906-1188 http://www.kids-clinic.com/ × 〇 小児科 松下　享
中野こども病院（大阪市旭区新森4-13-17）
松下記念病院（大阪府守口市外島町5-55）

522 竹野クリニック 571-0038 大阪府門真市柳田町27-1 06-6906-0206 http://www.takeno-clinic.com/ × ○ 内科 日高　亮子
蒼生病院（門真市大字横地596）
摂南総合病院（門真市柳町1-10）

守口敬仁会病院（守口市八雲東町2-47-12）

523 医療法人　神谷産婦人科医院 571-0046 大阪府門真市本町２５番８号  06-6908-5156 https://kamiya-clinic.or.jp/ ○ ○ 産婦人科 神谷　敬雄

524 医療法人正幸会　正幸会病院 571-0055 大阪府門真市中町11番54号 06-6905-8833 https://seikohkai-hp.com/ ○ ○
内科　消化器内
科　呼吸器内科

循環器内科
東大里　東忠里

525 スマイルこどもクリニック 571-0062 大阪府門真市宮野町3-21　メリック第3ビル1階 072-881-5500 https://smile-kodomo-clinic.com/ × ○ 小児科 副島　和彦
関西医科大学付属病院（大阪府枚方市新町2-3-1）
中野こども病院（大阪府大阪市旭区新森4-13-7）

526 医療法人健河会　河村クリニック 571-0078 大阪府門真市常盤町5-2 072-800-0800 http://www.kawamuracl.jp ○ ○
外科・整形外

科・消化器内科
河村　純

527 医療法人　永浜クリニック 571-0079 大阪府門真市野里町１６－２１ 072-881-0332 ○ ○
内科

小児科
永濵　要

萱島生野病院（門真市土島町22-11）
蒼生病院（門真市大字横地596）
摂南総合病院（門真市柳町1-10）

守口敬仁会病院（守口市八雲東町2-47-12）

528 竹田クリニック 571-0379 大阪府門真市野里町２－２８ 072-885-6000 〇 〇 内科 竹田寄世志
萱島生野病院（大阪府門真市上島町２２－１１）

摂南総合病院（大阪府門真市柳町１－１０）

529 医療法人雄山会　小山循環器クリニック 572-0022 大阪府寝屋川市緑町19-2 072-802-8755 http://www.eonet.ne.jp/~koyama-j/ × ○ 循環器科 小山正雄

530
社会医療法人弘道会
寝屋川生野病院

572-0028 大阪府寝屋川市日新町2-8 072-834-9000 http://www.neyaiku.koudoukai.jp ○ 全科 外来担当医師 自院

531 鳴澤医院 572-0035  大阪府寝屋川市池田旭町１８－３ 072-826-0795 × ○ 内科 鳴澤　博昭 その都度、受け入れ可能を確認できた病院
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532 なかのこどもクリニック 572-0048 大阪府寝屋川市大利町21番2号 072-838-5700 https://nakano-childrens.com/ × ○
アレルギー科，

小児科
 中野　崇秀

 関西医科大学附属病院 （ 枚方市新町２丁目３番１号
）

533 医療法人道仁会道仁病院 572-0066 大阪府寝屋川市仁和寺町31-1 072-827-1951         http://doujin-byouin.com/ 無 ○
消化器・胃腸内

科
大腸・肛門外科

宮﨑　悦子
田中　玲子
宮﨑　道彦

534 三木医院 572-0075 大阪府寝屋川市葛原２－２－１ 072-828-1317 ○ ○ 内科 三木　善次
関西医科大学香里病院（寝屋川市香里本通町８番４５号

）

535 陰山医院 572-0080 大阪府寝屋川市香里北之町１２－１４ 072-831-7050 ○ ○ 内科，外科 陰山　英介 現時点では未確定必要に応じて随時検討する

536 谷村皮膚科 572-0084 大阪府寝屋川市香里南之町２０－８ 072-832-0333 https://tanimurahifuka.com/ ○ ○ 皮膚科 谷村裕嗣 関西医科大学香里病院（大阪府寝屋川市）

537 岡﨑眼科クリニック 572-0827 大阪府寝屋川市萱島本町4-12 072-880-1111 http://okazaki-eyeclinic.com/ ○ ○ 眼科 岡﨑　訓子 関西医科大学附属病院（枚方市新町2丁目3番1号）

538 やまだ診療所 572-0827 大阪府寝屋川市萱島本町20-4　フロントF彩都3階 072-803-7272 https://yamadacl.net/ 〇 〇
内科

リハビリ科
山田　正治

539 京本耳鼻咽喉科 572-0829 大阪府寝屋川市萱島信和町21-30-101 072-830-0087 https://www.kyomoto-jibika.com 〇 〇 耳鼻咽喉科 京本良一
関西医科大学香里病院（寝屋川市香里本通町8-45）
医療法人協仁会　小松病院（寝屋川市川勝町11-6）

関西医科大学附属病院（枚方市新町2-3-1）

540 医療法人友仁会浅井整形外科 572-0831 大阪府寝屋川市豊野町3番2号田辺ビル1，2F 072-823-1415 vzd07201@nifty.com ○ ○
整形外科

リウマチ科
浅井友花
浅井浩

松下記念病院（大阪府守口市外島町5番55号）
星ヶ丘医療センター（大阪府枚方市星丘4丁目8番1号）

541 星光メディカルクリニック 572-0836 大阪府寝屋川市木田町2-11 072-811-3388 ○ ○

 内科
乳腺外科
形成外科

山本
山本
石塚
田中

星光病院（寝屋川市豊野町１４番５号 ）
藤本病院（寝屋川市八坂町2-3 ）

関西医科大学香里病院（寝屋川市香里本通町８番４５号
）

542 医療法人長尾会長尾会クリニック 572-0853 大阪府寝屋川市大谷町7-3 072-812-1771 http://www.neyasanato.or.jp/ × ○
精神科・心療内

科
佐々木　徹

医療法人長尾会ねや川サナトリウム 572-0854 大阪府寝
屋川市寝屋川公園2370-6

医療法人長尾会ながお心療内科 576-0036 大阪府交野市
森北1-22-6 磐船合同ビル3F

543 医療法人長尾会ねや川サナトリウム 572-0854 大阪府寝屋川市寝屋川公園2370-6 072-822-3561 http://www.neyasanato.or.jp/ × ○
精神科・心療内
科・循環器内科

長尾　喜一郎

医療法人長尾会長尾会クリニック 572-0853 大阪府寝屋
川市大谷町7-3

医療法人長尾会ながお心療内科 576-0036 大阪府交野市
森北1-22-6 磐船合同ビル3F

544 いなおか耳鼻咽喉科 572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南２－１－１４－２０１ 072-880-3387 https://neya3387.com ○ ○ 耳鼻咽喉科 稲岡　孝敏
クリニックこまつ（寝屋川市川勝町11-6）

関西医科大学香里病院（寝屋川市香里本通町8番45号）

545 医）えびな小児科クリニック 572-0857 大阪府寝屋川市打上中町11-8 072-811-2268 https://ebina-kids.jp/ ○ ○ 小児科 海老名　俊亮
社会医療法人 真美会　中野こども病院（大阪市旭区新

森4-13-17）

546 医療法人隆成会　なんば胃腸科内科 572-0883 大阪府寝屋川市初町2－7エムウェル初町ビル1階 072－824-0112 https://www.nanba-clinic.com/ × ○
内科

胃腸科
難波隆一郎
小倉　康晴

守口敬仁会病院（ 大阪府守口市八雲東町2-47-12）

547 関西医科大学香里病院 572-8551 大阪府寝屋川市香里本通町８番４５号 073-832-5321 http://www.kmu.ac.jp/kori/ ○ 全診療科 全医師 特に規定せず

548 医療法人　茂桂会　上田外科 573-0001 大阪府枚方市田口山２－３１－１５ 072-856-3388 ○ ○
外科
内科

乳腺外科

上田　茂夫
上田　さつき

市立ひらかた病院（枚方市禁野元町2丁目１４－１）
枚方公済病院（枚方市藤阪東町1丁目２－２－１）
関西医科大学付属病院（枚方市新町２－５－１）

549 医療法人神愛会宮本クリニック 573-0003 大阪府大阪市東成区神路３－１０－４ 06-6975-0115 × ○
内科
外科

宮本満美
宮本肇

550 北村クリニック 573-0013 大阪府枚方市星丘２－１４－３１ 072-805-5001 × ○
内科、呼吸器科
アレルギー科

北村　和道 星ヶ丘医療センター（枚方市星丘4-8-1）

29/47

https://tanimurahifuka.com/
http://okazaki-eyeclinic.com/
https://yamadacl.net/
https://www.kyomoto-jibika.com/
http://www…
http://www…
https://neya3387.com/
https://ebina-kids.jp/


551
地方独立行政法人
大阪府立病院機構
大阪精神医療センター

573-0022 大阪府枚方市宮之阪3丁目16番21号 072-847-3261 https://pmc.opho.jp/index.html ○
精神科

児童思春期精神
科

原則、主治医に
よる

552 （医）春陽会　稲垣医院 573-0027 大阪府枚方市大垣内町1-1-5 072-841-2166 ○ ○
内科、小児科
アレルギー科
糖尿病内科

稲垣　勝則
片芳　詔子

市立ひらかた病院(枚方市禁野本町2－1）

553 ゆうき内科・スポーツ内科 573-0031 大阪府枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ4F 072-807-7300 https://t-spo.jp ○ ○
内科

腎臓内科
呼吸器内科

田中　祐貴
星ヶ丘医療センター（枚方市星丘4-8-1）
関西医科大学附属病院（枚方市新町2-3-1)
市立ひらかた病院（枚方市禁野本町2-14-1)

554 山田メディカルクリニック 573-0032 大阪府枚方市岡東町18-15 キューブ枚方駅前3階 072-804-3008 http://www.yamadamedical-cl.jp ○ ○
内科

消化器内科
山田　修

関西医科大学附属病院（大阪府枚方市新町2丁目3番1
号）

市立ひらかた病院（大阪府枚方市禁野本町2-14-1）ほか

555 北野内科循環器内科 573-0032 大阪府枚方市岡東町18-20枚方中央ビル3F 072-804-3020 https://www.kitano-naika.com 無し ○
内科

循環器内科
北野　勝也 市立ひらかた病院（大阪府枚方市禁野本町2-14-1）

556
医療法人榮樂会
榮樂クリニック

573-0032 大阪府枚方市岡東町12-1-409 072-846-3223 検討中 〇
内科

消化器内科
榮樂　周子

市立ひらかた病院（枚方市禁野本町2-14-1）
星ヶ丘医療センター（枚方市星丘4-8-1）

関西医科大学付属病院（枚方市新町2-3-1）

557 北野内科循環器内科 573-0032 大阪府枚方市岡東町18-20枚方中央ビル3F 072-804-3020 https://www.kitano-naika.com ○ ○
内科

循環器内科
北野　勝也 市立ひらかた病院（大阪府枚方市禁野本町2-14-1） 

558 森川クリニック 573-0058  大阪府枚方市伊加賀東町５－３ 072-846-1107 ○ ○ 内科  森川　浩志 市立ひらかた病院（大阪府枚方市）

559 かんだクリニック 573-0064 大阪府枚方市北中振3丁目21-2光善寺駅前ビル2階 728023339
http://kandaclinic.byoinnavi.j

p/pc/
○ ○ 内科 神田智子

市立枚方病院（ 大阪府枚方市禁野本町２丁目１４番１
号 ）

関西医科大学附属病院（枚方市新町２丁目３番１号）

560 医療法人毅峰会　吉田病院 573-0064 大阪府枚方市北中振3-8-14 072-833-1831 http://www.yoshida-hp.net/ × ○

内科
循環器内科

外科
整形外科

各科担当医

561 森口耳鼻咽喉科 573-0064 大阪府枚方市北中振1-16-8 072-835-7533 https://www.mm-ent.jp/ × 〇 耳鼻咽喉科 森口　誠 関西医科大学附属病院

562 東香里第二病院 573-0073 大阪府枚方市高田2-28-30 072-853-0502
https://higashikouri-

hp.com/second/
× ○ 精神科 井家上　譲

563 東香里病院 573-0075 大阪府枚方市東香里1-24-34 072-853-0501 http://www.higashikouri-hp.com × 〇
内科

精神科
物忘れ外来

564 三上こどもクリニック 573-0076 大阪府枚方市東香里元町10-48 072-807-0415
http://wwｗ

16.plala.or.jp/mikami-
kidclinic/

○ ○ 小児科 三上　泰司
市立ひらかた病院（大阪府枚方市禁野本町2-14-1）

関西医大附属病院（大阪府枚方市新町2-3-1）

565 香里ケ丘有恵会病院 573-0084 大阪府枚方市香里ケ丘5-8-1 072-853-1181 https://www.kourigaoka.jp/ × ○
内科　小児科

整形外科
眼科　外科

外来担当医

566 医療法人香里ヶ丘大谷ハートクリニック 573-0084 大阪府枚方市香里ヶ丘６丁目８番 072-853-0800 http://korigaoka-clinic.com/ × ○ 内科 大谷　肇 関西医科大学附属病院（枚方市新町２丁目３番１号）

567 医）星明会　南眼科香里ケ丘中央クリニック 573-0084 大阪府枚方市香里ケ丘4丁目2－3 072-807-3921 http://www.minami-corio.com × ○ 眼科 南　雅之 医）星明会　南眼科（大阪府枚方市渚南町24-12）

568 さわいリウマチ整形外科クリニック 573-0084 大阪府枚方市香里ヶ丘3丁目11-1CONOBA香里ヶ丘213 072-852-1177 http://sawai-clinic.org/ × 〇
整形外科　リウ

マチ科
澤井宏和

関西医科大学附属病院(大阪府枚方市）関西医大香里病
院(大阪府寝屋川市）

569 医療法人中屋覚志会　　　津田病院 573-0121 大阪府枚方市津田北町3-30-1 072-858-8259 ○ 〇 内科・整形外科
中村雄策　　・

中村文久
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570 医療法人讃高会　高井病院 573-0126 大阪府枚方市津田西町1-37-8 072-858-7272 http://sankokai.or.jp/takai/ 〇
内科

整形外科
前田勝平（他４

名）

571 かいとクリニック 573-0126 大阪府枚方市津田西町３丁目１７－３ 072-897-1001 × ○ 内科 垣内　成奏

572 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 573-0153 大阪府枚方市藤阪東町1-2-1 072-858-8233 http://www.kkr-hirakoh.org/ × ○

総合内科
総合診療科

内分泌代謝内科
神経内科

上田　之彦
片岡　宏

加藤　星河
兒玉　光生

自院

573 くすのき診療所 573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-28-1 042-866-2001 https://kuzuha-kusunoki.com/ ○ ○
内科

小児科
田中研三、田中

淳子
市立ひらかた病院　573-1013　枚方市禁野本町2-14-1

574 あつみ消化器クリニック 573-1105 大阪府枚方市南楠葉１丁目１９番１４号 072-850-1232 http://www.atsumi-clinic.jp/ ○
消化器科

内科
渥美　正英

575 竹広内科 573-1106 大阪府枚方市町楠葉1-6-10 072-856-5151 http://www.take-cl.jp 〇 〇 内科 竹広　美方子
関西医科大学付属病院（大阪府枚方市新町2-3-1）
市立ひらかた病院（大阪府枚方市禁野本町2-14-1）

576  にしうえ ファミリークリニック 573-1116 大阪府枚方市船橋本町２丁目34番池 072-855-0001 https://www.nishiue.com × ○
内科

小児科
循環器内科

西上尚志

577
たかだたかだ耳鼻咽喉科
・小児科クリニック

573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町11-3-206 072-850-3344 http://takada-ent.jp ○ ○
耳鼻咽喉科

小児科
高田　剛資
衣笠　朋子

関西医科大学附属病院

578 脳神経内科はつたクリニック 573-1121
大阪府枚方市楠葉花園町１１－３
京阪くずはメディケアモール２Ｆ

072-850-8692
https://clinicalsup.jp/contentlist/shi

nryo/ika_2_2_2_1/c101.html
× ○ 神経内科

初田　裕幸
武田　景敏

579
社会医療法人美杉会
佐藤病院

573-1124 大阪府枚方市養父東町65-1 072-850-8711
http://misugikai.jp/satou_h/co

ronavirus/#03
× 〇

内科・外科
整形外科

呼吸器外科
外来担当医

580
社会医療法人美杉会
前川診療所

573-1124 大阪府枚方市養父東町63-1 072-864-0252 × ○

小児科
耳鼻咽喉科

皮膚科

前川医師
井上医師
伊庭医師

社会医療法人美杉会佐藤病院
（大阪府枚方市養父東町65-1）

581 医療法人えだがわ胃腸内科クリニック 573-1135 大阪府枚方市招堤平野町5－22 072－851-5656 http://edagawa-clinic.net ○ ○
内科

胃腸内科
枝川　豪

市立ひらかた病院(枚方市禁野本町2－1）
佐藤病院（枚方市養父東町65-1）

582
医療法人亀廣記念医学会
関西記念病院

573－1137 大阪府枚方市西招提町２１９８ 072－867－0051 http://kansai-kinen.or.jp/ × ○
精神科

心療内科
奥川　学

583
社会医療法人美杉会
佐藤医院

573-1141 大阪府枚方市養父西町24-10 072-850-7780 × ○ 内科 田辺医師
社会医療法人美杉会佐藤病院

（大阪府枚方市養父東町65-1）

584 双葉クリニック 573-1151 大阪府枚方市東牧野町30-5 072-855-2881 × ○
内科

原一郎

585 医療法人清和会松尾医院 573-1152 大阪府枚方市招堤中町１－１－１ 0720851-3434
http://www3.ic-

net.or.jp/~matsuoclin/index.ht
ml

○ ○ 内科循環器内科 松尾　信郎
市立ひらかた病院（大阪府枚方市禁野本町２丁目１４－
１）星ヶ丘医療センター（大阪府枚方市星丘４丁目８－

１）

586 新世病院 573-1162 大阪府枚方市田口5丁目11-1 072-848-0011
http://www16.plala.or.jp/aiwak

ai/
○ ○

内科
外科

脳外科

奥村泰生
吾郷泰廣

吾郷一朗、森川
和要

587 医）御殿山福田総合病院 573-1178 大阪府枚方市渚西1-18-11 072-847-5752 http://www.fukuda-hsp.jp × ○ 内科
土増
前川
吉田

市立ひらかた病院
関西医科大学附属病院
星ヶ丘医療センター

588 片瀬医院 573-1192 大阪府枚方市西禁野2-17-14 072-847-6438 〇 〇
内科

糖尿病内科
田代香織 市立ひらかた病院（大阪府枚方市禁野本町2-14-1）

31/47

http://sankokai.or.jp/takai/
https://kuzuha-kusunoki.com/
http://takada-ent.jp/
https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_2_2_1/c101.html
https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_2_2_1/c101.html
http://edagawa-clinic.net/
http://kansai-kinen.or.jp/
http://www3.ic-net.or.jp/~matsuoclin/index.html
http://www3.ic-net.or.jp/~matsuoclin/index.html
http://www3.ic-net.or.jp/~matsuoclin/index.html
http://www16.plala.or.jp/aiwakai/
http://www16.plala.or.jp/aiwakai/
http://www.fukuda-hsp.jp/


589 医療法人亀寿会 亀岡内科 573-1192 大阪府枚方市西禁野2丁目2番15号 072-848-8866 http://www.kameokanaika.com × ○
内科

亀岡慶一 他4名

590 医療法人亀寿会 亀岡内科 573-1192 大阪府枚方市西禁野2丁目2番15号 072-848-8866 http://www.kameokanaika.com × ○
内科

亀岡慶一 他4名

591 医療法人田中外科 573-1196 大阪府枚方市中宮本町１７−１０ 072-848-8623 https://www.tanakageka.com × ○
整形外科

外科
田中康之
井上　亮

市立ひらかた病院

592
独立行政法人地域医療機能推進機構
星ヶ丘医療センター

573-8511 大阪府枚方市星丘４丁目８番１号 ０７２－８４０－２６４１ http://hoshigaoka.jcho.go.jp × ○ 全ての診療科 各主治医 なし

593
社会医療法人若弘会
わかくさ竜間リハビリテーション病院

574-0012 大阪府大東市大字龍間1580 072-869-0116
https://www.wakakoukai.or.jp/r

ihabili/
× ○ 内科

錦見 俊雄
佐藤 修一
清水 隆雄
杉口   茂

－

594 しげのぶ耳鼻咽喉科アレルギー科 574-0016 大阪府大東市南津の辺町7-35 072-800-3883 http://shigenobu-jibika.com/ 〇 〇
耳鼻咽喉科アレ

ルギー科
野宮重信　野宮

理恵

595 白川眼科 574-0036 大阪府大東市末広町７－７－５階 072-870-1131 http://www.shirakawa-eye.com/ × 〇 眼科 白川富美

596
（医）恵和会
恵和会総合クリニック

574-0036 大阪府大東市末広町7番7号東邦ビル 072-889-1122 https://www.keiwakai.org/ × ○ 全科 全Dr 当院で対応

597 森田内科クリニック 574-0046 大阪府大東市赤井1丁目1番16号 072-872-0136
https://moritanaika-

clinic.com/
× ○

内科
循環器内科

森田　寛

大阪市立総合医療センター（大阪市都島区都島本通2-
13-22）   関西医科大学総合医療センター（大阪府守口
市文園町10番15号）       野崎徳洲会病院（大阪府大
東市谷川2-10-50）                   大東中央病院

598 医療法人　こじま眼科 574-0046
大阪府大東市赤井1丁目4番3号ポップタウン住道オペラパーク３
F

072-874-3115 https://kojima-eye-clinic.com/ ○ ○ 眼科
小嶌洋史
矢野久俊

北野病院（大阪市北区扇町2-4-20）
大阪市立総合医療センター（大阪市都島区都島本通2-

13-22）

599 小林小児科内科クリニック 574-0046 大阪府大東市赤井２丁目２番２１号 072-870-7800 × 〇
小児科
内科

小林　尚弥 自院

600 医療法人小林医院 574-0046 大阪府大東市赤井２丁目２―２０ 072-872-0268 〇 〇
産婦人科

内科
小児科

小林克弥
小林彌仁

601 いそのかみ皮フ科 574-0046 大阪府大東市赤井1-5-202　ラプラス住道２階 072-889-6712 www.isonokami-hihuka.com ○ ○
皮膚科　アレル
ギー科　血管外

科
磯ノ上正明

石切生喜病院　皮膚科　（大阪府東大阪市弥生町18-
28）

602 西村たくや皮膚科クリニック 574-0062 大阪府大東市永野１－２－５ 072-870-4112 https://n-takuya-hifuka.com × 〇 皮膚科 西村拓也
大東中央病院

（大阪府大東市大野２－１－１１）

603 医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院 574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10-50 072-874-1641
https://nozaki.tokushukai.or.j

p/
○ ○ 全診療科 主治医 基本的に自院対応

604 林内科医院 575-0003 大阪府四條畷市岡山東2-1-23  072-878-8191 https://hayashinaikaclinic.jp/ × ○ 内科 林　美奈 ―

605
社会福祉法人京慈会　いるかこどもクリ
ニック

575-0003 大阪府四條畷市岡山東2丁目3番28号 072-862-1188
ｈｔｔｐｓ：//www.iruka-

children.net/clinic/
◯ ◯ 小児科 金﨑巧

606 安部クリニック 575-0013 大阪府四條畷市田原台５丁目１７番２１号 0743-78-8875 ○ ○
内科

小児科
安部　訓世

607
医療法人 和幸会
阪奈サナトリウム

575-0014 大阪府四條畷市上田原613 0743-78-1188https://www.wakoucai.or.jp/hanna-sanato/ × ○
精神科
内科

主治医 自院
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608
耳鼻咽喉科・アレルギー科まことクリ
ニック

575-0023 大阪府四條畷市楠公1-15-8-2F 072-878-4187 https://www.makoto-clinic.com/ × ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
宮崎　信

クリニックこまつ（572-8567 大阪府寝屋川市川勝町11-
6）

松下記念病院（570-8540　大阪府守口市外島町5番55
号）

609 みやいファミリークリニック 575-0034 大阪府四條畷市江瀬美町12-3 072-800-8282
http://miyai-family-

clinic.com/
× ○

小児科
アレルギー科

宮居健

610 ふくだクリニック 575-0051 大阪府四條畷市中野本町8番39号 072-862-1156
http://web1.kcn.jp/dream/

fukuda/
× ○

内科
呼吸器内科

婦人科

福田泰樹
福田真理子

社会医療法人信愛会　畷生会脳神経外科病院
（大阪府四條畷市中野本町28番1号）

611 医療法人和敬会　星田南病院 576-0022 大阪府交野市藤が尾３－５－１ 072-891-3500 hoshida@wakeikai.or.jp × ○ 内科　小児科

工藤　惠康
福嶋　康臣
伴　　啓彦
長谷川　豪

612 医療法人多々内科クリニック 576-0031 大阪府交野市森南１－９－５　ラコンコルドマンション１F 072-895-2250 http://www.tada-naika.com/ ○ ○
内科

消化器科
循環器科

多々尚 枚方公済病院　星が丘医療センター

613 医療法人長尾会ながお心療内科 576-0036 大阪府交野市森北1-22-6 磐船合同ビル3F 072-810-2562 http://www.neyasanato.or.jp/ × ○
精神科・心療内

科
長尾　喜代治

医療法人長尾会ねや川サナトリウム 572-0854 大阪府寝
屋川市寝屋川公園2370-6

医療法人長尾会長尾会クリニック 572-0853 大阪府寝屋
川市大谷町7-3

614 こさか内科クリニック 576-0053 大阪府交野市郡津4丁目39-13 072-888-8661 http://kosaka-clinic.org ○ ○
内科

小児科
小坂　知也

こさか内科クリニック（大阪府交野市郡津4丁目39-13）
信愛会　交野病院（大阪府交野市松塚39番1号 ）

615 長田クリニック 577-0013 大阪府東大阪市長田中４－１－１０ 06-6744-2366 ○ ○ 内科 朝日輝男
医療法人宝持会池田病院（東大阪市宝持１丁目９番２８

号）

616 医療法人由仁会岡本眼科 577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-2-24 06-6788-3808
http://www.okamotoeyeclinic.co
m/

〇 眼科 岡本　仁史

617 にしかわ耳鼻咽喉科 577-0034
大阪府東大阪市御厨南２丁目１−１
八戸ノ里HIROビル２F

06-6753-7867 https://www.nishikawa-mimi.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科
西川　匡

米澤宏一郎

618 医療法人　山口医院 577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2番6号 06-6781-1492 https://www.yamaguchi-clinic.jp/ ○

内科
整形外科

リウマチ科
アレルギー科

山口眞一

619 竹井病院 577-0056 大阪府東大阪市長堂1丁目28番6 06-6781-0603 http://takei-hospital.com/ × ○ 内科 竹井　康継
市立東大阪医療センター（東大阪市西岩田三丁目４番５

号）

620 水岡医院 577-0061 大阪府東大阪市森河内西1-17-7 06-6783-3578 http://www.mizuoka-clinic.com/ × ○
内科

小児科
水岡　寛 市立東大阪医療センター

621 岩崎内科クリニック 577-0082 大阪府東大阪市小阪本町1-2-8 06-6722-1202 https://iwasaki-naika.com/ 〇 〇
内科

岩崎信吾

市立東大阪医療センター；大阪府東大阪市
東大阪市西岩田三丁目4番5号

622 みさきクリニック 577-0801 大阪府東大阪市小阪1-2-20 06-6782-7707 http://www.misaki-clinic.jp/ ○
内科

小児科
三崎　尚之 当院にて

623 医療法人展生会　　　　　こみ整形外科 577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1丁目3番2号 06-6720-3953 http://komiseikei.jp 〇 〇
整形外科

内科
小味　克巳
小味　典子

当院にて

624 のしクリニック 577-0803
大阪府東大阪市下小阪５－１２－８
　ヴィラ・アルタイル１F

06-6725-8258 × ○

胃腸科内科
外科

リハビリテー
ション科

熨斗　有
市立東大阪医療センター（東大阪市西岩田三丁目４番５

号）
池田病院（東大阪市宝持１丁目９番２８号）

625 なんごうや歯科医院 ５７７－０８０５ 大阪府東大阪市宝持３－４－２ 06-6724-1881 http://nangouya.jp ○ ○ 歯科 南郷谷香利 東大阪医療センター

626 酒井医院 577-0807 大阪府東大阪市菱屋西2丁目7-16 06-6729-7715https://www.sakai-medical-clinic.com/ ○ ○ 内科 酒井　宏純
八尾徳洲会総合病院（八尾市若草町1番17号）市立東大

阪医療センター（東大阪市西岩田3丁目4番5号）
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627 医療法人　竹村内科 577-0807 大阪府東大阪市菱屋西３－４－３２ 06-6725-2225 https://takemura-naikaiin.com/ ○ 内科 竹村　正子
医療法人竹村内科（東大阪市菱屋西３－４－３２）

池田病院（東大阪市宝持１丁目９番２８号）

628
医療法人慶仁会
安田医院

577-0807 大阪府東大阪市菱屋西3-4-8 06-6721-0070
https://yasuda-medical-
clinic.com/

〇
内科

循環器内科
腎臓内科

安田慶明

629 平松医院 577-0809 大阪府東大阪市永和１－１－１３ 06-6721-0268 http://www.hiramatsu-clinic.com/ ○ 内科 平松　久典

630
医療生協かわち野生活協同組合　東大阪
生協病院

577-0832 大阪府東大阪市長瀬町1-7-7 06-6727-3131
https://iseikyoukawachino.jp/h
igasiosaka/

○
内科

小児科
整形外科

三橋亜由美ほか

631 真和整形外科 577-0843 大阪府東大阪市荒川1丁目5-24 06-6722-8510http://www.shinwakai-or.or.jp/clinic ○ ○ 整形外科 晋山　武
大阪赤十字病院（大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30）
市立東大阪医療センター（大阪府東大阪市西岩田3-4-

5）

632 篠原クリニック 578-0941 大阪府東大阪市岩田町５－１７－１０ 072-962-0077 ○ ○
内科

小児科
篠原　康夫

市立東大阪医療センター
東大阪市西岩田三丁目４番５号

06-6781-5101

633
医療法人弘徳会
にしおかクリニック

578-0942 大阪府東大阪市若江本町3-1-2 06-6730-6151 http://www.nishioka-clinc.info 〇 〇
内科

循環器内科
糖尿病内科

西岡　弘樹 市立東大阪医療センター(東大阪市西岩田3-4-5)

634  松本クリニック 578-0945  大阪府東大阪市若江北町１－１７－１８  06-6723-4103 
http://www.myclinic.ne.jp/m23s

anfujin/pc/
○ ○ 内科 松本　崇 市立東大阪医療センター

635 医療法人河内友紘会　　河内総合病院 578-0954 大阪府東大阪市横枕１番７号 072-965-0731 http://www.kawati.or.jp ○

内科　循環器科
外科　整形外科
心臓血管外科

産婦人科　小児

636
医療法人知行会
森上内科糖尿病クリニック

578-0961 大阪府東大阪市南鴻池町2-2-12 06-6746-0555 https://morigaminaika.jp/ 〇 〇 内科 森上 浩和
河内総合病院（大阪府東大阪市横枕1番31号）

市立東大阪医療センター（大阪府東大阪市西岩田三丁目
4番5号）

637 医療法人　東野医院 578-0974 大阪府東大阪市鴻池元町10-5 06-6744-1210 × ○
内科

小児科
東野博彦

市立東大阪医療センター（578-8588 東大阪市西岩田三
丁目4番5号）　河内総合病院（578-0954　大阪府東大阪
市横枕1番31号）　中野こども病院（535-0022 大阪市旭

区新森4-13-17）

638 小澤医院 579-8036 大阪府東大阪市鷹殿町25-12鷹殿ビル206号 072-989-1924 ○ ○
内科

消化器内科
小澤峰一 当院にて初期対応

639 ふくしまこどもクリニック 580-0014 大阪府松原市岡2-7-3セントヒルマンション1階 072-338-2911 https://www.fukukodo.jp/ ○ ○ 小児科 福島　強次

640 市丸外科 580-0016 大阪府松原市上田３丁目４番１１号ぺルルＹＴＫ２階 072-333-3808 ○ ○ 内科
市丸　琴代
奥田　浩二

641 箕浦医院 580-0032 大阪府松原市天美東６－１８－３７ 072-332-2882 ○ ○
内科
外科

小児科
箕浦　俊之

松原徳洲会病院（松原市天美東7-13-26）
阪南中央病院（松原市南新町３－３－２８）
大阪労災病院（堺市北区長曽根町1179-3）

642 宮高医院 580-0042 大阪府松原市松ヶ丘3-3-18 072-336-7933 http://www.miyatakaiin.jp/ × ○
内科

宮高昌
明治橋病院（大阪府松原市三宅西1-358-3）

松原徳洲会病院（大阪府松原市天美東7-13-26）

643 医療法人徳洲会　松原中央病院 580-0043 大阪府松原市阿保1-2-32 072-331-4161
https://matsubarachuo.tokushuk

ai.or.jp/
× ○

内科
耳鼻咽喉科

外科
整形外科

木野 博文
伊藤 明子

松長 由里子
坂元 英廣

松原徳洲会病院(大阪府松原市天美東7-13-26)

644 社会医療法人　垣谷会　明治橋病院 580-0045 大阪府松原市三宅西1丁目358番地3 072-334-8558 http://www.meijibashi.or.jp/ × 〇
内科、外科、脳
神経外科、整形
外科、泌尿器科

各主治医が担当
する

なし

645 田中のりクリニック 581-0004
大阪府八尾市東本町3-5-3
プラザサントリア3F

072-995-3110 ○ ○ 内科 田中　規文
八尾徳洲会病院
八尾市立病院
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646

医療法人康心会
谷口消化器内視鏡
クリニック
近鉄八尾院

581-0004
大阪府八尾市東本町3－6－15
サン・アズール1階

072-996-8800 https://yao-taniguchi.com/ ○

内科
消化器内科
内視鏡内科
胃腸内科

谷口　智康

647 八尾徳洲会総合病院 581-0011 大阪府八尾市若狭町1-17 072-993-8501 http://www.yao.tokushukai.or.jp × 〇 全診療科
左記に関わる医

師全て
特になし

648 室家あったかクリニック 581-0013 大阪府八尾市山本町南4丁目3番21号 072-990-3380 ○ ○ 内科  室家　王介
八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市若草町1-17）

 医真会八尾総合病院 （ 八尾市沼1-41 ）

649 医療法人孝德会徳田診療所 581-0022 大阪府八尾市柏村町4-304-1 072-996-2811 × 〇
内科・外科・

皮膚科

徳田孝徳、森口
浩、徳田千代吉

650 かまざわ耳鼻咽喉科 581-0031 大阪府八尾市志紀町１－１５－１０１ 072-943-1787 http://www.kamazawa-ent.com ○ 〇
耳鼻咽喉科

アレルギー科
鎌澤孝子

八尾市立病院
（八尾市龍華町1丁目３-1）
大阪市立大学医学部付属病院

（大阪市阿倍野区旭町１－５－７）

651 林外科内科 581-0032 大阪府八尾市弓削町１－２３ 072-949-5288 × ○ 内科 林道三
八尾市立病院（ 八尾市龍華町１丁目３番１号）

652 やお城田クリニック 581-0044 大阪府八尾市木の本１－７－１ 072-922-7770 https://yaoshirotaclinic.com ○ ○

内科
皮膚科
肛門科

消化器内科

城田　哲哉
八尾徳洲会総合病院

（大阪府八尾市若草町１－１７）

653 厚生会第一病院 581-0045 大阪府八尾市西木の本1-63 072-992-7055 × ○
内科

脳外科
整形外科

長尾勇 迫正廣
他4名

大西俊輝 大津
司

654 くまもとクリニック 581-0069
大阪府八尾市龍華町1-4-1
メガシティタワーズ２階

072-993-2440 https://www.kumamoto-uro.com/ ○ ○
泌尿器科
腎臓内科

熊本　廣実
八尾市立病院（ 八尾市龍華町１丁目３番１号）

 市立東大阪医療センター（東大阪市西岩田三丁目４番
５号）

655

医療法人康心会
谷口消化器内視鏡
クリニック
ＪＲ久宝寺院

581－0069
大阪府八尾市龍華町2－1－1
坂本ビル2階

072-998-6000 https://yao-icamera.com/ ○

内科
消化器内科
内視鏡内科
胃腸内科

新城　勇人

656 元村内科クリニック 581-0072 大阪府八尾市久宝寺３－１５－３４ ２F 072-922-0150 http://www.motomura-clinic.net/ × ○ 内科 元村　正明

657 医療法人　にしむら耳鼻咽喉科 581-0085 大阪府八尾市安中町3-7-6 072-990-6565 http://nishimura-orl.com ○ 〇 耳鼻咽喉科 西村明子 八尾市立病院（八尾市竜華町1丁目３-1）

658 うめもと循環器内科クリニック 581-0085
大阪府八尾市安中町3丁目５－１４
JR八尾クリニック2階

072-998-1715 http://umemoto-cl.com × ○
循環器内科

内科
呼吸器内科

梅本清嗣
八尾市立病院（大阪府八尾市龍華町1-3-1)

八尾徳洲会病院（大阪府八尾市若草町1-17）

659 わたなべ皮フ科・形成外科 581-0802 大阪府八尾市北本町１－３－５ 072-993-4676 http://yao-hifu.net ○ ○
皮膚科

形成外科
渡辺　奈津

八尾市立病院（ 八尾市龍華町１丁目３番１号）

660 松尾クリニック 581-0802 大阪府八尾市北本町2−15−25 072−991−6586https://www.reference.co.jp/matsuo/index.html ○ ○ 内科
松尾　美由起、
松尾　汎、松尾

真意
八尾徳洲会病院、八尾市立病院など

661 櫻井医院 581-0802 大阪府八尾市北本町２－８－１２ 072-922-2906 × ○
小児科
内科

皮膚科
櫻井裕美子

662 医療法人永光会新井クリニック 581-0818 大阪府八尾市美園町4-109-3 072-998-2669 https://eikoukai.or.jp/ ○ 内科
谷本深幸
新井幸吉

663 こにし耳鼻咽喉科 581-0834 大阪府八尾市萱振町1−13−6 072−990−3387 https://www.konishi-ear.com 無し ○ 耳鼻咽喉科 小西　将矢 八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市若草町1−17）

664 貴島病院本院 581-0853 大阪府八尾市楽音寺3-33 072-941-1499 http://www.noble.or.jp/honin/ × ○

内科
外科

整形外科
脳外科

- -
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665 医療法人松田クリニック 581-0868 大阪府八尾市西山本町1-6-14 072-997-1234 × ○ 内科
　松田　和彦
松田　宗也

666
医療法人聖佑会おおしま眼科
池本クリニック

581-0869 大阪府八尾市桜ケ丘1-10-2桜ケ丘クリニックビル2階 072-975-6011 http://ikemotoganka.com/ × ○ 眼科 池本　淳子 八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市若草町1-17）

667
医療法人ほりい内科・整形外科クリニッ
ク

581-0882 大阪府八尾市恩智北町1-73 072-943-0072 http://www.horii-clinic.jp ○ ○
内科　皮膚科

整形外科
堀井勝彦

八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市若草町1-17）
医真会八尾総合病院（大阪府八尾市沼1-41）
八尾市立病院（大阪府八尾市龍華町1-3-1）

668 医療法人養心会国分病院 582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘4丁目672番地 072-978-6072 https://kokubu-byouin.jp × 〇 精神科
木下秀一郎
他　10名

自院

669
医療法人ラポール会
青山病院

583-0014 大阪府藤井寺市野中4-16-25　 072-953-1211https://www.aoyama-med.gr.jp/medical-rapport/aoyama-hospital× ○
内科

（内科）
井元　章

北江　秀博
坂中　太輔

670
医療法人ラザロ会
江口クリニック

583-0853 大阪府羽曳野市栄町４－１０パレフラックス１F 072-950-5580 http://eguchi-clinic.jp/ × 〇
脳神経外科
整形外科
神経内科

江口隆彦 城山病院　大阪府羽曳野市はびきの2丁目8番1号

671
医療法人ますだ整形外科
クリニック

583-0856 大阪府羽曳野市白鳥2-16-29　Ｈ＆Ｋビル1階 072-957-6815
https://www.masuda-

seikeigeka.com/
○ ○

リウマチ科
リハビリテー

ション科
整形外科

増田　博

672
医療法人医仁会
藤本病院

583-0857 大阪府羽曳野市誉田３丁目１５番２７号 072-958-5566 https://www.ijinkai-f.or.jp/ × ○
内科
外科

整形外科

大野
前田
秋元
小池

673 医療法人　清晃会　ヤスダクリニック 583-0871 大阪府羽曳野市野々上三丁目4番30号 072-931-7777 www.yasucli.jp × ○
内科・泌尿器

科・外科
東野　誠

674 医療法人　春秋会　城山病院 583-0872 大阪府羽曳野市はびきの2丁目8番1号 072958-1000 https://www.shiroyama-hsp.or.jp/ × ○ 全診療科

675 たてやまクリニック 583-0875 大阪府羽曳野市樫山265 072-955-3005 http://tateyama-clinic.jp/ × 〇
内科

皮膚科
立山博一 大阪はびきの医療センター（大阪府羽曳野市はびきの3-7-1）

676 医療法人昌円会高村病院 583-0886 大阪府羽曳野市恵我之荘3-1-3 072-939-0099 takamura-oka@ac.auone-net.jp × 〇

内科
内科
内科
内科

宮内克二
山本伸

福島慎太郎
高村はるか

677
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大
阪はびきの医療センター

583-8588 大阪府羽曳野市はびきの3-7-1 072-957-2121 http://www.ra.opho.jp/ × ○

感染症内科、肺
腫瘍内科、呼吸
器内科、消化器
内科、循環器内

原則、各診療科
の主治医による

678 医療法人同愛会　新堂診療所 584-0024 大阪府富田林市若松町１丁目１９－１０  0721-23-3068 
http://www.shindou-

s.sakura.ne.jp/
○ ○ 内科、眼科

山田 和紀
中村　成史
盛田　真弘
原田　大輔

富田林病院院（大阪府富田林市向陽台1丁目3番36号）

679 森口医院 ５８４−００７１ 大阪府富田林市藤沢台５−２−５ 0721-28-1200
http://www002.upp.so-
net.ne.jp/moriguchi-

CL/index.html
○ ○ 内科・小児科

森口　英世
大和　彩

大阪府済生会　富田林病院（大阪府富田林市向陽台１−
３−３６）

680 今城クリニック 584-0082 大阪府富田林市向陽台1-4-17 0721-29-0701 × 〇
内科

小児科
今城　保定

681 おくひら内科 584-0082
大阪府富田林市向陽台2-2-17
金剛東メディカルセンター1階

0721-40-5568 ○ ○ 内科 奥平　勝
大阪府済生会富田林病院

大阪府富田林市向陽台1丁目3番36号

682
医療法人典彰会　あやレディースクリ
ニック

584-0086 大阪府富田林市津々山台2丁目10-1-101 0721-28-1088 https://www.aya-ladies.com/ ○ ○ 産婦人科 伊藤　彰子
富田林病院（大阪府富田林市向陽台1-3-36）

大阪南医療センター（大阪府河内長野市木戸東町2-1）

683 　千早赤阪村国民健康保険診療所 585-0041 大阪府南河内郡千早赤阪村水分１９５番地の１ 0721-72-0038 https://chihaya.jadecom.or.jp ○ 内科小児科 新鞍　誠
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684 今岡クリニック 586-0001 大阪府河内長野市木戸１－１－３ 0721-52-1102 × ○
心療内科
精神科

今岡信浩

685 溝口医院 586-0004 大阪府河内長野市楠町西５５８３ 0721-53-2155
http://www.mz-mental.server-

shared.com
○

精神科・心療内
科

児島　麻里

686 たかいクリニック内科・眼科 586-0007 大阪府河内長野市松ヶ丘東町1805-1 0721-50-1119 http://takai-clinic.com/ × ○
内科
眼科

高井博之
高井七重

687 山上クリニック 586-0009
大阪府河内長野市木戸西町2-1-23
千代田セントラルビル 1F

0721-54-4772 ○ ○
内科

循環器内科
小児科

山上　喜由
山上　敬

688 尾崎医院 586-0015 大阪府河内長野市本町２９－２７ 0721-52-2349 × ○

脳神経外科、
外科、
内科、

放射線科、

尾崎高志

689
医療法人生登会
寺元記念病院

586-0017 大阪府河内長野市古野町4番11号 0721-50-1111
http://www.teramoto.or.jp/hosp
ital/index.htm

× ○

内科・循環器
科・外科・脳神
経外科・整形外
科・皮膚科・形

各科外来担当医
師

690 佐野耳鼻咽喉科 586-0018 大阪府河内長野市千代田南町８番地３号 0721-52-3387 https://sano-ent.info/ ○ ○ 耳鼻咽喉科
佐野　光仁

佐野　由紀子

691 はぶ医院 586-0022 大阪府河内長野市本多町１番４５号101号室 0721-56-2220 http://www.habuiin.jp/ ○ ○ 内科，循環器科 土生裕史

692 医療法人なみかわクリニック 586-0024 大阪府河内長野市西之山町1-22 0721-54-6155 ○ ○
内科

並河　平夫大阪南医療センター（大阪府河内長野市木戸東町2-1）近畿大学病院（大阪府大阪狭山市大野東377-2）

693 すなみクリニック 586-0033
大阪府大阪府河内長野市喜多町193-1
　喜多町メディカルモール2Ｆ

0721-62-8711
http://www8.plala.or.jp/sunami

-cl/
× ○ 耳鼻咽喉科 須波浩之 なし

694 とやま医院 586-0043  大阪府河内長野市清見台１丁目８番２２号 0721-65-1817 ○ ○ 内科 外山　佳子 大阪南医療センター（ 河内長野市木戸東町2-1 ）

695 なかたにクリニック 586-0048 大阪府河内長野市三日市町160番地 0721-63-6825
http://www.nakatani-

clinic.net/
× ○

内科・小児科
循環器内科
消化器内科
漢方内科

中谷　佳博
大阪南医療センター（河内長野市木戸東町2-1）
近畿大学病院（ 大阪狭山市大野東37７-2 ）

696 医療法人よしかわ眼科クリニック 586-0048 大阪府河内長野市三日市町２４１番１ 0721-63-7393
https://yoshikawa-eye-

clinic.com/
× ○ 眼科 吉川

697 医療法人松尾クリニック 586-0077 大阪府河内長野市南花台１－１７－９ 0721-63-4130 〇 〇 脳外科 松尾　正気

698 笹井内科 586‐0094 大阪府河内長野市小山田町631－1 0721－53－1000 ○
内科

糖尿病内科
笹井　賢良

699 池田内科医院 586-077 大阪府河内長野市南花台３－６－５０ 0721-63-3969 http://www.asahi-net.or.jp/~ui9k-ikd/ ○ ○
内科

小児科
池田桂三 池田内科医院

700 医療法人森クリニック 587-0001 大阪府堺市美原区大保16-1 072-363-2662 http://moriclinjc.webmedipr.jp 〇   〇
内科

小児科
皮膚科

森英光 田中病院（大阪府堺市美原区黒山39-10）

701 医療法人暁美会田中病院 587-0002 大阪府堺市美原区黒山39-10 072-361-3555 http://www.mihara-tanaka.or.jp ○ ○
内科・外科・形
成外科・整形外

科

河嶌、泰間、松
尾、大嶋、田

中、春日

702
社会医療法人頌徳会
日野病院

587-0003 大阪府堺市東区北野田626 072-235-0090
https://www.syo.or.jp/hospital

/
○ ○

内科
整形外科

細田、杉本、木
下、段原、湯

浅、新田、黒川
中西、宮本
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703 青葉丘病院 589-0004 大阪府大阪狭山市東池尻1丁目2198番1 072-365-3821
http://www.koshokai.or.jp/aoba

oka/
○

内科
脳神経内科
整形外科
精神科

内科
金子 聡
他5名

脳神経内科

704 村本耳鼻咽喉科 589-0005 大阪府大阪狭山市狭山1-787ビーブル2階 072-365-1733 https://muramoto.mdja.jp/ × ○
耳鼻いんこう科
アレルギー科

村本　大輔

705
医療法人心月会
　つきやま胃腸内科

589-0011
大阪狭山市半田１丁目６２２番地の１
　ウェスティ金剛２Ｆ

072-368-9007 × ○
胃腸内科

内科
月山　雅之

富田林病院（富田林市向尚台1-3-36）
PL病院（富田林市新堂2204）

706
社会医療法人さくら会
さくら会病院

589-0011 大阪府大阪狭山市半田五丁目２６１０－１
０７２－３６６
－５７５７

http://www.sakurak.jp/ × ○

脳神経外科
整形外科

内科
救急部

伊原郁夫、福間
淳、上村岳士、
松本吉史、萩原
伸哉、武部吉

近畿大学医学部附属病院

707
一般社団法人ヘルスケアイノベーション
大阪さやま半田あつたかクリニック

589-0011 大阪府大阪狭山市半田3丁目471-1 072-349-6842 https://www.atsutaka.clinic/ × ○
内科

精神科
松向寺　孝臣

708 ハヤシ耳鼻咽喉科 589-0011
大阪府大阪狭山市半田1-622-1
 ウエスティ金剛１階

072-365-4888 http://www.884ent.com ○ ○ 耳鼻咽喉科 林　治博 近畿大学病院

709 医療法人樫本会　樫本病院 589-0012 大阪府大阪狭山市東茱萸木４丁目1151 072-366-1818
http://www.hospital.kashimoto.

or.jp
× 〇

内科・外科・整
形外科・循環器
内科・消化器内
科・消化器外

樫本秀好
他80名

近畿大学病院　大阪府大阪狭山市大野東３７７−２

710 松田皮膚科クリニック 589-0013
大阪府大阪狭山市茱萸木4-372-10
メディカルスクエアくみの木３階

072-368-4112
https://matsuda-
skinclinic.com/

× 〇 皮膚科 松田 洋昌 近畿大学病院(大阪府大阪狭山市大野東377-2)

711 医療法人きりの診療所 589-0013
大阪府大阪狭山市茱萸木四丁目３７２番１０　メディカルスク
エアくみの木２階

072-349-7522 http://kirino-cl.com × ○
内科

循環器内科
桐野　基浩 自院にて

712 長尾クリニック 589-0022 大阪府大阪狭山市西山台3-5-20 072-366-9192 https://nagao-clinic.com/ 〇 〇 内科 長尾典尚

近畿大学病院（大阪狭山市）
済生会富田林病院（富田林市）

ベルランド総合病院（堺市南区）
PL病院（富田林市）

713 狭山みんなの診療所 589-0022 大阪府大阪狭山市西山台3-4-2 072-367-3339 http://www.osakaminami.net/ × ○ 内科 松田　圭市

714
医療法人　恒尚会
兵田病院

589-0036 大阪府大阪狭山市山本東1394-1 072-366-2345 http://www.ko-syo-kai.or.jp/ 〇

内科

ペインクリニッ
ク外科

・中納　一衛
・兵田　恒
　兵田　暁
　橘　和哉

715 藤田内科 590-0007 大阪府堺市堺区北庄町2-1-10 072-229-0708 ○ ○ 内科、消化器科  藤田　春紀 

馬場記念病院（ 堺市西区浜寺船尾町東4-244 ）
浅香山病院（ 堺市堺区今池町3-3-16 ）

堺市立総合医療センター（ 堺市西区家原寺町1－1－1
）

716 医療法人　泉谷診療所 590-0011 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-3-9 072-227-6011 ○
泉谷　悟

泉谷　陽子

717 さかい社の杜クリニック 590-0015 大阪府堺市堺区南田出井町４－１－３６ 072-221-8733 https://sakai-ymc.jp/ × 〇
内科

耳鼻咽喉科
坂口　雄沢

坂口　麻理子

718 村上医院 590-0023 大阪府堺市堺区南三国ヶ丘町１丁２番２５号 072-233-0033 https://www.takashi-1959.jp/ ○ ○ 内科、胃腸科 村上　隆士 浅香山病院（堺市堺区今池町3-3-16）

719  三木眼科クリニック 590-0028  大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通2‐1　谷和ビル6階  072-228-7205 ○ ○ 眼科
三木　紀人
三木　徳彦

720
一般財団法人　大阪府　　結核予防会堺
複十字診療所

590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９番地南海堺東ビル８階 072-221-5515 http://www.jata-sakai.jp/ × ○
内科・呼吸器内
科・循環器内

科・消化器内科

河面　孝
淺岡　良則

なし

721 吉川病院附属診療所 590-0073 大阪府堺市堺区南向陽町２丁３番７号 072-238-5966 ○ 内科
吉川　建夫
中谷　和義
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722 ひいらぎクリニック 590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町２－４－１６堺藤ビル４Ｆ 072-229-8100 × 〇
心療内科
精神科

諸富
小波

723 平山こどもクリニック 590-0103 大阪府堺市南区深阪南112-2  072-230-0143 
https://www.hirayama-kodomo-

clinic.com/
○ ○ 小児科 平山　謙

ベルランド総合病院（堺市中区東山500番地3 ）
耳原総合病院（ 堺市堺区協和町4丁465 ）
清恵会病院（ 堺市堺区南安井町1-1-1 ）

堺市立総合医療センター（ 堺市西区家原寺町1－1－1

724
医療法人恒心会
竹山耳鼻咽喉科

590-0103 大阪府堺市南区深阪南１１４ 072-239-3341 ○ ○ 耳鼻咽喉科 竹山　豊

725
医療法人恒進會
泉北陣内病院

590-0106 大阪府堺市南区豊田40番地 072-299-2020 http://www.koushinkaihp.jp ○

内科
消化器内科
循環器内科
整形外科

各担当医師 自院

726
医療法人
ミノヤマ耳鼻咽喉科

590-0117 大阪府堺市南区槇塚台1-11-2 072-291-7558 https://minoyama.mdja.jp/ ○ ○ 耳鼻咽喉科 箕山　学
大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30）

近畿大学病院（大阪狭山市大野東３７７−）
ベルランド総合病院（堺市中区東山５００−３）

727
医療法人
ミノヤマ耳鼻咽喉科

590-0117 大阪府堺市南区槇塚台1-11-2 072-291-7558 https://minoyama.mdja.jp/ ○ ○ 耳鼻咽喉科 箕山　学
大阪赤十字病院（大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30）

近畿大学病院（大阪狭山市大野東３７７−）
ベルランド総合病院（堺市中区東山５００−３）

728
 
医療法人社団ワッフル
ぐんぐんキッズクリニック分院

590-0117 大阪府堺市南区高倉台4丁21-1 072-295-1100
https://waffle.or.jp/clinic/iz

umigaoka/
○ 小児科 舟木　克枝

堺市立総合医療センター
ベルランド総合病院

729 すぎもと脳神経外科クリニック 590-0132
大阪府堺市南区原山台2-2-1
　トナリエ栂・美木多1-15

072-295-8341 https://sugimoto-nsc.com/ ○ 脳神経外科 杉本　圭司

730 医療法人守田会　オりオノクリニック 590-0133 大阪府堺市南区庭代台2-8-3 072-296-8711
http://www.moritakai.jp/clinic

01/clinic01.html
○ ○

内科
小児科

 黒飛 俊二
畠田　誠二郎

ベルランド総合病院（堺市中区東山500番地3 ）
堺市立総合医療センター（ 堺市西区家原寺町1－1－1

）

731 ぽらんのひろば井上診療所 590-0133 大阪府堺市南区庭代台1丁7-6 072-349-3987 http://www.poran-clinic.com/ × ○ 糖尿病内科，内科 井上　朱實

732 丸山内科クリニック 590-0138 大阪府堺市南区鴨谷台２丁１番３号光明池アクトビル３階 072-295-7600 https://maruyamanaika.com/ × ○ 内科
丸山　宜之
丸山　康典

733 ひらいクリニック 590-0138 大阪府堺市南区鴨谷台2-1-3アクトビル1階 072-294-2010 http://hiraicl.com × 〇 乳腺外科・外科 平井　昭彦 近畿大学病院（大阪狭山市大野東377-2）他

734
医療法人浩英会
もりもと泌尿器科クリニック

590-0138
大阪府堺市南区鴨谷台２－１－３
光明池アクトビル２階

072-268-2000
http://www.morimoto-

clinic.net/
× ○ 泌尿器科

森本　康裕、
西岡　伯

近畿大学病院（大阪狭山市大野東377-2）
和泉市立総合医療センター（和泉市和気町4-5-1)

735 とちはらクリニック 590-0403
大阪府泉南郡熊取町大久保中１－１５－１３
大屋ビル１Ｆ１０１号

072-451-2700 ○ ○ 皮膚科内科 栃原　宜明 永山病院（大阪府泉南郡熊取町大久保東１－１－１０）

736 とちはらクリニック 590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中1-15-13大屋ビル1F101号 ○ ○ 皮膚科内科 栃原宜明 永山病院（大阪府泉南郡熊取町大久保東1-1-10)

737 いとうまもる診療所 590-0422 大阪府泉南郡熊取町希望が丘3-7-14 072-453-2821 http://mamoruito.com/ ○ ○
脳神経外科

内科
伊藤　守

当院にまず受診するように指示いたします。
その後必要なら近隣の病院を紹介します。

738 関西医療大学附属診療所 590-0482 大阪府泉南郡熊取町若葉二丁目11番1号 072-453-8255
https://www.kansai.ac.jp/study
_attachment/attachment/attache
d_clinic/

× ○

内科 畑村　育次
津田　和志
小河　健一
古家　信介

739
医療法人　白卯会
白井病院

590-0503 大阪府泉南市新家2776番地 072-482-2011 http://www.shiraihp.or.jp/ ○ ○ 内科
白井誠一
村上　武

りんくう総合医療センタ－
（泉佐野市りんくう往来北2-23）

740
医療法人やまびこ会　　　腎・循環器も
はらクリニック

590-0505 大阪府泉南市信達大苗代1123番地の22 072-480-5501 http://yamabico.or.jp ○
内科

人工透析内科
茂原　治
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741 すずもと耳鼻咽喉科 590-0521 大阪府泉南市樽井2丁目33番27号 072-484-2777 http://www.suzumoto-jibika.com/ ○ ○
耳鼻咽喉科、ア

レルギー科
鈴本正樹

りんくう総合医療センター（大阪府泉佐野市りんくう往
来北2-23）

742 医）堀越内科 590-0531 大阪府泉南市岡田三丁目9番25号 072-482-7676 https://horikoshinaika.com/ ○ ○
内科

小児科
堀越　本司 堀越内科（大阪府泉南市岡田3-9-25）

743 大阪府済生会新泉南病院 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 072-480-5618https://saiseikaisennan.jp/hospital/index.html ○ ○
内科

循環器内科
馬場 章、劉勇

葭川明義
 

744 山県クリニック 590-0811 大阪府堺市堺区南陵町4-4-17 072-244-3170 http://www.yamagataclinic.jp × ○

内科
消化器内科

小児科
山縣　英生
山縣　宏至

堺市立総合医療センター（堺市西区家原寺町1-1-1）
耳原総合病院（堺市堺区協和町4-465）

745 つげ内科医院 590-0814 大阪府堺市堺区石津町1－15－1 072-241-0119 〇 〇
内科

柘植　勇夫 耳原総合病院（堺市堺区協和町4丁465）

746 みみはら高砂クリニック 590-0820 大阪府堺市堺区高砂町4-109-2 072-241-4990
http://www.mimihara.or.jp/taka

sago/
× ○ 内科・小児科 各主治医 耳原総合病院（大阪府堺市堺区協和町4-465）

747 しんとうクリニック 590-0906 大阪府堺市堺区三宝町2丁131-5 072-247-7847 www.shinto-clinic.com × 〇
消化器内科

外科
神藤　理 清恵会病院（大阪府堺市堺区南安井町1丁1-1）

748 宮前医院 590-0925 大阪府堺市堺区綾之町東１丁１－３２ 072-232-3387 http://www.miyamaeiin.com/ ×
○

（一部可能〉

耳鼻咽喉科
麻酔科

ペインクリニッ
ク

宮前　雅明
宮前　有子

749 かねの小児科医院 590-0942 大阪府堺市堺区材木町東1-2-13 072-229-1253
https://www.kaneno-

shounika.com/
× 〇 小児科 金野　浩

大阪急性期・総合医療センター
(大阪市住吉区万代東3丁目1-56)

清恵会病院(堺区南安井町1丁目1-1)
堺市立総合医療センター(堺市西区家原寺町1丁目1-1)

750 佐藤内科医院 590-0953 大阪府堺市堺区甲斐町東1-1-10　Hkビル2階 072-222-0236 ○ 内科 佐藤　智信

751 斎藤医院 590-0960 大阪府堺市堺区少林寺町西2-2-20 072-232-1169 ○ ○ 内科 斎藤振二

752 （医）貫遥会もりた整形外科クリニック 590-8046 大阪府堺市北区東三国ヶ丘町５丁2-17 072-240-8820 × ○ 整形外科 森田　謙一 当院にて

753 医療法人 岩崎医院 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町2丁337番地 072-252-0816 http://www.clinic-iwasaki.com × ○ 内科 岩崎　洋 なし

754 医療法人藤田医院 591-8011 大阪府堺市北区南花田町302-14 072-251-4110 fujita-clinic@outlook.jp ○ ○ 内科 藤田環　藤田聖子

755
医療法人　かじもと内科　糖尿病・内分
泌内科

591-8023
大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁48番地
　カーサ中百舌鳥1階

 072-246-0770 http://www.kajimoto-naika.com/ × ○
 糖尿病内科，
内科，内分泌内

科

 梶本　忠史
豊田　新一郎

堺市立総合医療センター　（593-8304 大阪府堺市西区家原寺町１丁１−１号）

756 髙田内科クリニック 591-8023
 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁３９番地
クリスタルなかもず302

072-251-2663 https://www.takada-clinic.jp/ ○ ○
内科

循環器内科
髙田　幸三 清恵会病院（大阪府堺市堺区南安井町1-1-1）

757 髙田内科クリニック 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁３９番地クリスタルなかもず３階 072-251-2663 https://www.takada-clinic.jp/ ○ ○ 循環器内科，内科 髙田　幸三 清恵会病院（堺市堺区南安井町1-1-1）

758
 
医療法人社団ワッフル
ぐんぐんキッズクリニック

591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁21 大休ビル1階 072-275-8502
https://waffle.or.jp/clinic/na

kamozu/
○ ○ 小児科

中野　景司
中野　幸子
藤田　賢司

社会医療法人清恵会清恵会病院
ベルランド総合病院

堺市立総合医療センター
大阪府立病院機構大阪母子医療センター

759 医療法人方佑会植木病院 591-8024 大阪府堺市北区黒土町3002番地5 072-257-0100
https://www.uekihospital.or.jp

/
× ○

内科
外科

整形外科
循環器内科

植木　孝浩
文野　峯建
岡崎　浩
河本　巌

無
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760 医）たけなかキッズクリニック 591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1467-1
メディカルエイトワンビル2F

072-240-0080 https://take-kids.jp/ ○ ○ 小児科 竹中　義人 大阪労災病院（大阪府堺市長曽根町1179-3）

761 加藤内科循環器科クリニック 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3069-5 中島ビル4F 072-258-8282 http://www.kato-junkanki.com/ × ○ 内科循環器科 加藤　順司 大阪労災病院（堺市長曽根町1179-3）

762 大田クリニック 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3024-34 072-259-5300 http://www.ota-clinic.or.jp/ 〇 〇
内科

呼吸器内科
大田　浩平
大家　晃子

763 （医）大泉会　いずみクリニック 591-8036 大阪府堺市北区百舌鳥本町２－４０１ 072-257-6226
http://daisenkai.jp/izumi-

clinic/
○ ○

内科、外科、
循環器内科

栗原　敦洋
池田　智之

自院

764 福井耳鼻咽喉科 591-8043 大阪府堺市北区北長尾町１丁６ー１１ 072-258-8736 ○ ○ 耳鼻咽喉科 福井　理雄

765 吉川病院 591-8046 大阪府堺市北区東三国ヶ丘町4-1-25 072-259-0100
https://www.yoshikawabyouin.co

m/
○ ○ 内科

奥田 栄樹
中谷 和義

堺市立総合医療センター
大阪府堺市西区家原寺町1丁1番1号

766
医療法人共幸会　よしかわ健やかクリ
ニック

592-8343  大阪府堺市西区浜寺元町1丁120番地1 072-269-0553 https://kyousaikai-clinic.jp/ ○ ○ 内科 吉川　信彦 社会医療法人同仁会　耳原総合病院

767 医療法人博真会　横田クリニック 592-8343 大阪府堺市西区浜寺元町１丁１１ 072-262-0119 https://yokotaclinic.jp/ × ○ 循環器内科，内科 横田　武典

768 法師山眼科 592-8344 大阪府堺市西区浜寺南町３－１－２ 072-275-6457
https://www.houshiyama-

eye.com/
× 〇 眼科 法師山　至

769 医療法人　加藤内科 592-8347 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西２丁９０番地１ 072-261-4782 ○ ○
内科

消化器科
加藤　研一

堺市立総合医療センター（堺市西区家原寺町1－1－1）
大阪労災病院（堺市北区長曽根町1179-3）
耳原総合病院（堺市堺区協和町4丁465）

馬場記念病院（堺市西区浜寺船尾町東4-244）

770 近江内科 592-8348 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中３丁２４４‐１０ 072-266-8100 ○ ○ 内科 近江　まち子 近江内科

771 医療法人とみやま耳鼻咽喉科 ５９２－８３４８ 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町1丁112－3 072-265-3387 https://tomiyama-3387.com ○ ○ 耳鼻咽喉科 富山要一郎
大阪労災病院：大阪府堺市北区長曽根町1179-3

堺市立総合医療センター：大阪府堺市西区家原寺町1-1-
1

772
医療法人柊椋会　　　　　いしいこども
クリニック

593-8301
大阪府堺市西区上野芝町2-3-18　　　　　　　　　上野芝クリ
ニックモール3F

072-270-7415
https://www.ishii-kodomo-

clinic.net/
○ ○

小児科
アレルギー科

石井武文

773 医療法人四つ葉会　ひじい耳鼻咽喉科 593-8303  大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁8-2  072-270-4187 ○ ○
 アレルギー

科，耳鼻咽喉科
 肘井　禎卓 堺市立総合医療センター（堺市西区家原寺町1－1－1）

774 はしもとクリニック 593-8303 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁6番26号 072-275-5031 https://hashimoto-c.com/ 〇 〇産婦人科　障がい者（内科、産婦人科、訪問診療）橋本洋之

堺市立総合医療センター　（593-8304 大阪府堺市西区
家原寺町１丁１−１号）

耳原総合病院　（590-8505 大阪府堺市堺区協和町４丁
４６５）

775 大川消化器内科 593-8303 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町１丁2番25 072-276-1107 https://www.okawa-gc.com/ × ○ 内科、消化器内科 大川　雅照堺市立総合医療センター　（593-8304 大阪府堺市西区家原寺町１丁１−１号）

776 堺市立総合医療センター 593-8304 大阪府堺市西区家原寺町１丁１番１号 072-272-1199
http://www.sakai-city-

hospital.jp/
×

○
（患者からの申し出が
あった場合に、電話再

診で対応）

総合内科
感染症内科
消化器内科
循環器内科

浜田 禅
小川 吉彦
北村 信次
塚本 幸資

-

777 きららファミリークリニック 593-8311  大阪府堺市西区上４６７  072-274-1401 × ○
 緩和ケア内
科，内科，外
科，皮膚科

 吉良　俊彦 堺市立総合医療センター　（593-8304 大阪府堺市西区家原寺町１丁１−１号）

778 しまたに小児科 593-8311 大阪府堺市西区上７１４－１　４Ｆ 072-260-2111
http://www.shimatani-

syounika.jp/
〇 〇 小児科 島谷昌孝
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779 楠本小児科 593-8315 大阪府堺市西区菱木4-1094-2 072-271-0759 〇 〇 小児科 楠本清明 堺市立総合医療センター

780 ベルピアノ病院 593-8315 大阪府堺市西区菱木1-2343-11 072-349-6700
https://www.seichokai.or.jp/be

llpiano/
☓ ○

内科
整形外科

各科主治医

781 樋上小児科（ひがみしょうにか） 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町２－１６４－５ 072-273-7100 http://www.higacl.com/ ○
小児科

アレルギー科
　樋上　忍

　樋上　敦紀
　

782 医療法人　西野内科 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町２丁１８１－１ 072-273-0015 〇 〇 内科
西野　義昭
上田朋子

堺市立総合医療センター
（堺市西区家原寺町１丁１－１）

783 いしかわ内科・内視鏡クリニック 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町１丁７－３０　２階 072-272-2101
http://www.ishikawa-cl.jp

× 〇 内科 石川昌利

堺市立総合医療センター
（堺市西区家原寺町1丁1番1号）

ベルランド総合病院
（堺市中区東山５００－３）

784 えずみクリニック 593-8325
大阪府堺市西区鳳南町3丁199番地12号
アリオ鳳アリオモール2階2540

072-260-0511 https://ezumi-clinic.com/ × ○ 内科 江角　晃治
馬場記念病院（堺市西区浜寺船尾町東4-244）

堺市立総合医療センター(堺市西区家原寺町1－1－1)

785 まつ本内科クリニック 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町１丁９２－２ 072-262-5073
http://cgi1.plala.or.jp/~kema/

clinic/index.cgi
○ ○

内科
小児科

まつ本 惠一良
まつ本 惠一良

堺市立総合医療センター（大阪府堺市西区家原寺町1丁1
番1号）

786
（医）やまさき内科・
胃腸科クリニック

593-8327 大阪府堺市西区鳳中町2丁31-6 072-267-6776 × ○
内科

消化器内科
山崎雄一郎

787 耳原鳳クリニック 593-8328 大阪府堺市西区鳳南町5丁595 072-275-0801 × ○
内科

小児科
池田　信明
中川　元

788 医療法人河和会　河和会病院 ５９４－００１３ 大阪府和泉市鶴山台2丁目4番7号 0725-46-2211 ○ ○ 内科
長谷川　将煥

山北順一
府中病院　和泉市肥後町１丁目１０番１７号

和泉市立総合医療センター　和泉市和気町4丁目5番1号

789
医療法人貴生会
いずみ中央メンタルクリニック

594-0041
大阪府和泉市いぶき野４丁目５番
エコール・いずみ北館３Ｆ

0725-50-050 http://www.kiseikai-izumi.jp/ × ○ 精神科 小林　譲

790
医療法人守田会
いぶきの病院

594-0041 大阪府和泉市いぶき野4-5-1 0725-50-1181
http://www.moritakai.jp/ibukin

o01/ibukino01.html
× ○

内科・循環器科
整形外科等

各科　担当医 特に無し

791
医療法人貴生会
和泉中央病院

594-0042 大阪府和泉市箕形町六丁目9番8号 0725-54-1380 http://www.kiseikai-izumi.jp/ × ○ 精神科 生谷昌弘

792 府中病院 594-0076 大阪府和泉市肥子町1-10-17 0725-43-1234https://seichokai.jp/fuchu/news20200420 ☓ ○

 内科
 呼吸器内科
 循環器内科
 消化器内科

全医師 自院にて対応

793
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪
母子医療センター

594-1104 大阪府和泉市室堂町840 0725-56-1220 https://www.wch.opho.jp/ × ○ 全診療科
鈴木 保宏
他61名

794
いのうえ消化器内科
クリニック

595-0072 大阪府泉大津市松ノ浜町2-4-15 0725-90-5457 https://inotaku-clinic.jp/ ○ ○ 消化器内科、内
視鏡内科、内科

井上　拓也 泉大津市立病院

795 医療法人愛朗会おくだ医院 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-21-27 0725-31-0728 ○ ○
内科

奥田剛久 岸和田徳洲会病院（大阪府岸和田市加守町4-27-1）

796
にしだこどもアレルギ
ークリニック

596-0003 大阪府岸和田市中井町1-12-15 072-444-1053 https://www.npac.jp/ × ○
小児科

小児アレルギー
西田　理行

797 阪南医療生協診療所 596-0004 大阪府岸和田市荒木町２丁目２番１８号 072-441-8881 × ○
内科

アレルギー科

眞鍋　上田
山岡　大池
矢野　田中
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798 橋間診療所 596-0004 大阪府岸和田市荒木町１－１２－１ 072-443-7172 http://hashima-medicalfitness.com ○ ○
整形外科

内科
皮膚科

橋間　誠

799
一般財団法人岸和田農友協会
岸和田平成病院

596-0006 大阪府岸和田市春木若松町3番33号 072-422-1763 https://kishiwadahp.jp/ 〇 〇
内科

荒尾　徳三
松本　和子

舘谷　新一郎

岸和田平成病院
（岸和田市春木若松町3番33号）

800 医療法人幸仁会前田内科医院 596-0034 大阪府岸和田市春木本町10-23 072-439-1414 〇 内科 前田和男

801 池添医院 596-0045 大阪府岸和田市別所町1-11-10 072-422-0841 https://ikezoe-clinic.com/ ○ ○
内科

小児科
池添　逸夫
池添　達朗

市立岸和田市民病院（大阪府岸和田市額原町1001番地）
岸和田徳洲会病院（大阪府岸和田市加守町4-27-1）

802 医療法人悠由会てい整形外科クリニック 596-0046 大阪府岸和田市藤井町2-25-3 072-447-8032 teiclinic 〇 整形外科 鄭明和 岸和田徳洲会病院、岸和田市民病院

803 うしだクリニック 596-0067 大阪府岸和田市南町２０−２０ 072-422-1971 × ○ 内科・皮膚科 牛田　伸二

市立岸和田市民病院　大阪府岸和田市額原町1001番地
市立貝塚病院　大阪府貝塚市堀３丁目１０−２０

岸和田徳洲会病院　大阪府岸和田市加守町４丁目２７−
１

804 （医）悠和会　浜中医院 596-0076 大阪府岸和田市野田町１－７－２１ 072-422-0540 http://www.hamanakaiin.com × 〇

内科、肛門科
消化器内科、

肛門外科、整形
外科

濱中　雄幸
濱中　雄二

岸和田徳洲会病院
（大阪府岸和田市加守町４丁目２７－１）

市立岸和田市民病院
（大阪府岸和田市額原１００１番地）

805 医療法人晋救館和田病院 596-0808 大阪府岸和田市三田町944-1 072-445-3232 www.wada-hp.jp/
 × ○ 内科
和田　希美
蘭　広太郎
山内　孝哲

806 医療法人和洲会　けやきクリニック 596-0811 大阪府岸和田市下池田町2丁目10番31番 072-445-8780 http://washukai-keyakicl.com/ ○ ○

内科
呼吸器内科

アレルギー科
糖尿病内科

坂本　浩一
大島　和典

岸和田徳洲会病院（岸和田市加守町４丁目２７－１）
市立岸和田市民病院（岸和田市額原町１００１番地 ）

807 りゅうクリニック 596-0812 大阪府岸和田市大町370 072-488-7811 http://ryu-clinic.com/ × ○ 脳神経外科 龍　尭志 市立岸和田市民病院（岸和田市額原町１００１番地）

808
医療法人　白卯会
白井医院

596-0812 大阪府岸和田市大町436番地 072-445-0307 ○ ○ 内科 石谷　精司 市立岸和田市民病院（岸和田市額原町1001番地）

809 医療法人楽有会あぶみ小児科クリニック 596-0823 大阪府岸和田市下松町１−３−９ 072-439-0031 https://www.abumin.com × ○ 小児科内科 鐙 連太郎 岸和田市民病院（岸和田市額原町1001）

810 よねもと診療所 596-0823
大阪府岸和田市下松町１－１０－９
ポーライフマンション１０１号

090-8381-0542 http://yonecl.jp × ○
精神科

心療内科
米本　重夫

811  塩田医院 596-0825 大阪府 岸和田市土生町五丁目１－３４ １０２号 072-428-3800 http://www.shiota-cl.com/ × ○
内科

循環器内科
塩田　敦 ―

812 医療法人聖志会渡辺病院 596-0825 大阪府岸和田市土生町７７番地 072-426-3456 http://www.seishikai.or.jp ○ ○

精神科
精神科
精神科
精神科

渡辺浩年
鬼頭ひろ志
稲山靖弘

医療法人聖志会渡辺病院（大阪府岸和田市土生町７７番
地）

813
医療法人旭医道会
　ひとねクリニック

596-0825
大阪府岸和田市土生町4丁目3番1号
リハーブＢ１棟　２階205

072-427-5868 × ○
内科

循環器内科
小林　亨

814 医療法人　めぐみクリニック 596-0827 大阪府岸和田市上松町１丁目9-1 072-433-2230 http://www.megumiclinic2230.com/ × ○

脳神経外科　内
科　　　　　リ
ハビリテーショ

ン科
谷坂　恵

【市立岸和田市民病院】596-8501大阪府岸和田市額原町
1001番地 【葛城病院】596-0825大阪府岸和田市土生町

二丁目33番1号

815
医療法人徳洲会
岸和田徳洲会病院

596-8522 大阪府岸和田市加守町4丁目27番1号 072-445-9915https://kishiwada.tokushukai.or.jp/ × ○ 全診療科 主治医 自院にて対応

816 なかたクリニック 597-0001 大阪府貝塚市近木町２０番２４号 072-422-0141 http://www.nakata-med.com/ × ○
内科

糖尿病内科
中田信輔
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817
医療法人 秋桜会 おさきマタニティクリ
ニック

597-0015 大阪府貝塚市堀2丁目19番地15号 072-423-1103 https://www.osaki-mc.com/ ○ ○ 産婦人科 中村　涼
りんくう総合医療センター(泉佐野市りんくう往来北２

－２３)

818 市立貝塚病院 597-0015 大阪府貝塚市堀3丁目10-20 072-422-5865
http://www.hosp.kaizuka.osaka.jp/in
dex.html

×

○
（患者からの申し出があっ
た場合に、電話再診で対

応）

内科
消化器内科

神経内
小児科

原則主治医

819 木島病院 597-0044 大阪府貝塚市森892番地 072-446-2158 http://www.kijima.or.jp × ○ 精神科
高瀨　勝教
他17名

820
医療法人　永和会
こころあ病院

597-0044 大阪府貝塚市森497番地 072-446-0166 http//www.cocoroa.or.jp ○
精神科

心療内科

横谷昇・坂井康純
安並友子・岩崎陽

子
大谷祐史・畑中誠

司

821 さくらクリニック 597-0072 大阪府貝塚市畠中22-1 072-446-5155 http://www.sakura-cl.net × ○
心療内科
精神科

橋本　喜美
高瀨　勝教
森脇　淳

822 小橋医院 597-0091 大阪府大阪市住吉区南住吉４－１－１４ 06-6691-1968 ○ ○ 耳鼻咽喉科 小橋　和雄
大阪急性期・総合医療センター

（大阪市住吉区万代東３－１－５６）

823
社会医療法人慈薫会
河崎病院

597-0104 大阪府貝塚市水間244番地 072-446-1105http://jikunnkai.or.jp/kawasaki/index.html × 〇
内科・整形外

科・脳外科・皮
膚科

内科：河﨑敦・
林正浩・澁谷充
彦・芝一弘　整
形外科：前田一

824
医療法人　河﨑会
水間病院

597-0104 大阪府貝塚市水間51番地 072-446-1102 http://www.kawasaki-kai.or.jp × ○ 精神科 外来担当医

825 城東なかいクリニック 598-0002 大阪府大阪市城東区関目3-12-31　1階 06-6931-8100 https://jyoto-nakai.com/ ○ ○
内科、整形外

科、リハビリ科
中井　祥隆

826
社会医療法人栄公会　　　　佐野記念病
院

598-0013 大阪府泉佐野市中町2-4-28 072-464-2111 ｈｔｔｐｓ：//sanokinen.jp/ × ○（一部）

整形外科
内科

脳神経外科

中村　薫
中谷　幸次
松本　匡章

827 ありた整形外科 598-0021 大阪府泉佐野市日根野7026  072-467-3051 http://arita-seikei.com/ × ○ 整形外科 有田 勲生 佐野記念病院（泉佐野市中町2-4-28）

828 樫井診療所 598-0035 大阪府泉佐野市南中樫井481番地 072-466-8661 × ○ 内科 藤田　夫佐代

829 医療法人　定生会　谷口病院 598-0043 大阪府泉佐野市大西1-5-20 072-463-3232 https://www.taniguchi-hp.org/ × ○ 婦人科
谷口　武

〇〇　〇〇

830
医療法人白雲会リョーヤコマツクリニッ
ク

598-0048
大阪府泉佐野市りんくう往来北1番
りんくうゲートタワービル17階

072-463-7003 www.rk-clinic.jp x ○ 内科循環器科 小松良哉
りんくう総合医療センター（泉佐野市りんくう往来北２
－２３）市立岸和田市民病院（岸和田市額原町1001番

地）岸和田徳洲会病院（岸和田市加守町４－２７－１）

831 りんくうタウンクリニック 598-0048
大阪府泉佐野市りんくう往来北１番
　ゲートタワービル８Ｆ

072-460-1122 ✖ ○ 内科
伊藤　俊雄
久保　満樹

832 泉佐野優人会病院 598-0063 大阪府泉佐野市湊4丁目5番17号 072-462-2851 https://yujinkai.or.jp/ 準備中 準備中 内科

833 泉佐野優人会病院 598-0063 大阪府泉佐野市湊4丁目5番17号 072-462-2851 https://yujinkai.or.jp/ ○ ○ 内科

加藤 寛
大久保　修和
井上　智勝

向井　順之輔

834
なかつか整形外科
リハビリクリニック

598-0071 大阪府泉佐野市鶴原８３２番地１ 072-469-1300 https://nakatsukaseikeigeka.com/ ○
整形外科

リウマチ科
中塚　映政

835
医療法人爽倫会　おくのホームケアクリ
ニック

598-0092 大阪府泉南郡田尻町吉見596-6 072-479-5300 http://okunohc-c.com ○ ○ 内科　耳鼻科
呼吸器科

奥野吉昭
りんくう総合医療センター（大阪府泉佐野市りんくう往

来北2-23）
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836 医療法人喜和会島田診療所 598-0092 大阪府泉南郡田尻町665-4 072-465-3471 http://www.shimada-shinryosyo.com/ × ○ 整形外科・内科 島田道明
りんくう総合医療センター（泉佐野市）・岸和田徳洲会

井病院（岸和田市）

837 りんくう総合医療センター 598-8577 大阪府泉佐野市りんくう往来北2番地の23 072-469-3111
http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp
/department/pediatrics1/

○
※対象は左記ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
【小児科】をご覧くだ
さい。

× 小児科 和田　芳郎 自院

838 玉井病院 599-0202 大阪府阪南市下出492 072-471-1691 http://www.tamai-hp.or.jp/ × ○

整形外科
整形外科

内科
内科

玉井　宣行
平松　久仁彦
玉井　敬人
島田　健

839 (医)葛原耳鼻咽喉科 599-0202 大阪府阪南市下出105-1 072-471-6022https://www.katsurahara-jibika.com/ × ○ 耳鼻咽喉科 葛原　敏樹

840
社会医療法人　生長会
阪南市民病院

599-0202 大阪府阪南市下出17 072-471-3321https://www.seichokai.or.jp/hannan/ ☓ ◯

内科
消化器内科
糖尿病内科
循環器内科

別シート
（阪南市民病院

参照）

841 高松泌尿器科 599-0205 大阪府阪南市新町５２－１ 072-473-3161 ○ 内科，泌尿器科 高松正人
りんくう総合医療センター（泉佐野市りんくう往来北２

－２３）
阪南市民病院（阪南市下出17）

842
医療法人交詢医会
大阪リハビリテーション病院

599-0212 大阪府阪南市自然田940 072-473-2000 http://www.osaka-rh.com × ○

整形外科
リウマチ科

内科
内科

西坂　文章
井上　康二
生駒　信也
前嶋　哲也

843 いりぐち医院 599-0233 大阪府阪南市南山中８２番地３ 072-476-0647 × ○ 内科 入口　隆一
阪南市民病院（阪南市下出17）

りんくう総合医療センター（泉佐野市りんくう往来北２
－２３）

844
医療法人真心会
みさきクリニック

599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪１１５５－１ 072-494-2711 ○ ○ 内科 玉井美妃子

845
医療法人　愛輪会
あい整形外科リハビリクリニック

599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪３７１７ 072-491-3536 https://ai-cl.or.jp/ ○ ○

内科，外科
リウマチ科

リハビリテー
ション科

岡本　賢俊

846 永山リウマチ整形外科 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町4-3-25 072-286-6772 https://nagayama-ra.com ○ ○リウマチ科　整形外科　内科　皮膚科永山　芳大　永山　武一堺市立総合医療センター（大阪府堺市西区家原寺町1-1-1)

847 西川クリニック 599-8122 大阪府堺市東区丈六１６０－１ 072-239-1141 http://nisikawa-cl.com/ × ○
リウマチ科
整形外科

西川　正治
堺市立総合医療センター(堺市西区家原寺町1－1－1)

大阪労災病院(堺市北区長曽根町1179-3)
ベルランド総合病院(堺市中区東山500番地3)

848 医療法人　ともつ内科クリニック 599-8123
大阪府堺市東区北野田1084
ベルヒル北野田2階２０４－２

072-230-1386 https://tomotsu-clinic.com/ × ○ 内科 鞆津　浩一

849 北野田診療所 599-8124 大阪府堺市東区南野田１６７ 072-236-3211
http://www.osakaminami.net/kit

anoda/
○ 内科 苅谷　幹雄

850 北田診療所 599-8126  大阪府堺市東区大美野９４－２  072-237-0107 ○ ○ 内科、小児科 北田　仁彦

851 恵泉会堺平成病院 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町6番地13 072-278-2461 https://sakaiheisei.jp/ ○ ○
内科

整形外科

正木　浩喜、定
光　大海、新谷
英夫、末吉　弘
尚、中瀬　隆

852
医療法人藤田好生会
堺フジタ病院

599-8236 大阪府堺市中区深井沢町3347 072-279-1170
www.towndoctor.jp/sakai-

fujita/
○ ○

内科
大窪　　博
石川　欽司
角村　純一
守屋　賢介

853 恵泉会堺平成病院 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町6番地13 072-278-2461 https://sakaiheisei.jp/ ○ ○
内科

整形外科

正木　浩喜、定
光　大海、新谷
英夫、末吉　弘
尚、中瀬　隆

854 片山土師診療所 599-8238 大阪府堺市中区土師町3-26-26 072-278-0788 http://www.haze-sinryosho.com/ × ○
内科

皮膚科
墳本茜
岡野嘉明
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855  みやわき診療所 599-8247 大阪府堺市中区東山733-2 072-235-1003 × ○ 脳神経外科、内科  宮脇　陽二 堺市立総合医療センター　（593-8304 大阪府堺市西区家原寺町１丁１−１号）

856 ベルランド総合病院 599-8247 大阪府堺市中区東山500番地3 072-234-2001
https://www.seichokai.or.jp/be

ll/
× ○ 全診療科

857 おうち診療所堺 599-8247 大阪府堺市中区東山62-1 072-239-0600 ○ 内科 宮本　一広 堺平成病院（599-8236　大阪府中区深井沢町6-13）

858
医療法人真仁会みさきファミリークリ
ニック

599-8248 大阪府堺市中区深井畑山町254-5 072-276-1922
https://misaki-

familyclinic.net/
○ ○

内科
小児科

御前　秀和
ベルランド総合病院

耳原総合病院

859 井上内科クリニック 599-8253 大阪府堺市中区深阪２丁１１番１号　吉田ビル１F 072-236-8823 × ○ 内科 井上　英二

堺市立総合医療センター
（大阪府堺市西区家原寺町１-1-1）

ベルランド総合病院（大阪府堺市中区東山500-3）
馬場記念病院（大阪府堺市西区浜寺船尾町4-244）

860 中井医院 599-8253 大阪府堺市中区深阪５丁２番５０号 072-235-3317 × ○ 外科　消化器内科中井紀博　中井真由美
ベルランド総合病院（堺市中区東山500‐３）堺市立総

合医療センター（堺市西区家原寺町１丁1番1号

861 ふじわらしんいち総合クリニック 599-8262 大阪府 堺市中区八田北町532-1  072-270-5211 http://fujiwara-ichi.jp/ ○ ○
内科
外科

藤原　進一 
堺市立総合医療センター（堺市西区家原寺町1－1－1）

ベルランド総合病院（堺市中区東山500番地3）

862 神元クリニック 599-8266 大阪府堺市中区大野芝町180神工ビル２階 072-235-7711 http://www.kamimoto-clinic.com 〇 〇 内科 神元章雄 ベルランド総合病院（堺市中区東山500-3

863 阪和第二泉北病院 599-8271 大阪府堺市中区深井北町３１７６番地 072-277-1401
narabayashi.gou@kinshukai.or.j

p
× ○

内科
整形外科

外科

担当医
主治医

阪和住吉総合病院（大阪府住吉区南住吉３－２－９）

864 阪和第二泉北病院 599-8271 大阪府堺市中区深井北町３１７６番地 072-277-1401
narabayashi.gou@kinshukai.or.j

p
× ○

内科
整形外科

外科

担当医
主治医

阪和住吉総合病院（大阪府住吉区南住吉３－２－９）

865
社会医療法人頌徳会
　日野クリニック

599-8272 大阪府堺市中区深井中町1248 072-276-5111 http://www.syo.or.jp × 〇
内科

皮膚科
整形外科

中田　真司
小塚　雄民
平方　栄一

堺市立総合医療センター（堺市西区家原寺町1-1-1）

866 落合医院 599-8273 大阪府堺市中区深井清水町3448-2 072-270-1780 idolchokomaro@yahoo.co.jp ○ ○ 外科 落合 英一 堺市立総合医療センター

867 なかこうじ内科・循環器内科 618－0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1－23－4 075－963－2277 nakakoji-clinic@heart.emal.ne.jp ○ 内科 中小路　隆裕
第一東和会病院　　大阪府高槻市宮野町2-17

高槻病院　　高槻市古曽部町1-3-13
大阪医科大学付属病院　　　高槻市大学町2－7

868
生活協同組合ヘルスコープおおさか
城東診療所

536-0004 大阪市城東区今福西１丁目１番３０号 06-6931-0779 https://jyotoshin.net/ × 〇
内科

コープおおさか病院（大阪市鶴見区鶴見3-6-22）

869 池田診療所 577-0826 大阪府東大阪市大蓮北2-5-1 06-6728-7548 ○ ○
内科

小児科
循環器内科

池田　一雄

870 医療法人双樹会守上クリニック ５３５－０００４ 大阪市旭区生江１－９－１８

06-6927-1666

○ 内科

守上　賢策
守上　祐樹

赤木　真珠美
豊田　穣

香里ケ丘有恵会病院（大阪府枚方市香里ケ丘5-8-1)

871 内科・循環器内科たにがわクリニック ５６９－１０４４ 大阪府高槻市上土室４丁目５－１６　１階 072-694-7777 http://www.tanigawa-clinic.com/ ○ ○
内科

循環器内科
谷川　淳

872 医療法人聖仁会　松本医院 569-0803 大阪府高槻市高槻町９－１栗田ビル２Ｆ 072-681-0015 https://matsumotoclinic.com/ ○ ○

漢方内科
内科

アレルギー科
リウマチ科

松本　有史

873 医療法人森田医院 572-0838 大阪府寝屋川市八坂町6-23 072-821-0446 https://www.moritaclinic.or.jp/ × 〇
内科

糖尿病・代謝・
内分泌内科

森田 真也
疾患・病状に合わせて検討・相談の上、受け入れ可能が

確認できた病院とします。
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874 医療法人杉本医院 595-0063 大阪府泉大津市本町4-17 0725-32-3251 https://www.sugimotoiin.com ○ ○ 内科 杉本　貴昭 泉大津市立病院

875 ひの小児科 554-0001 大阪府大阪市此花区高見２－１３－３ 06-6464-8655 http://www.hino-kids.com ○ ○ 小児科 日野　聡

876 医療法人朋詠会 たむらクリニック 531-0041 大阪府大阪市北区天神橋8-9-10 06-6242-0140 https://www.tamura-cl.net/ ○ ○
内科

消化器内科
田村　公佑

877
医療法人こころのオアシス
淀川こころのクリニック

532-0023
大阪府大阪市淀川区十三東2-9-10

十三駅前医療ビル502
06-6100-1556 https://yodogawakokoro.com/ 〇

心療内科
精神科

大河内正康
松本拓也
長房裕子
大尾充剛

浅香山病院（大阪府堺市堺区今池町3-3-16）

878
医療法人育心会　グランジョイクリニッ

ク
530-0002

大阪府大阪市北区曾根崎新地1-4-20
桜橋IMビル5F

06-6457-1880 https://grandjoy.jp/ ○ ○
皮膚科
婦人科

道上　育子

879 医療法人育樹会　鶴見総合クリニック 538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北4-14-2 06-4258-2100 https://ikuzyukai.com/ ○ ○ 内科 西山誠

880 邦和病院 599-8232 大阪府堺市中区新家町700-1 072-234-1331 https://houtokukai.or.jp/ × ○
内科
外科

和田邦雄

881 中川クリニック 535-0021 大阪府大阪市旭区清水2-11-1 06-6951-5718 https://hakuji.or.jp/ 〇 〇 内科 中川　泰一

882 横山医院 569-0071 大阪府高槻市城北町1-4-33 072-675-0009 無 ○ ○ 内科 横山　芳 みどりケ丘病院（大阪府高槻市真上町３丁目１３−１）
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