
連携登録医療機関リスト 347件（非公開医療機関含まず） 令和2年3月31日現在　

◆大阪市内　205件

No. 地　域 登録証 医　療　機　関　名 医　師　名 住　　　所

1 1038 焦クリニック 焦　昇 大阪市旭区大宮4-9-39

2 1174 疋田医院 疋田　太刀夫 大阪市旭区清水3-2-7

3 1188 医療法人　石田産婦人科 石田　崇彦 大阪市旭区新森2-1-26

4 1118 しんとう整形外科・リウマチクリニック 神藤　佳孝 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2

5 1133 ハルカス内視鏡クリニック 大澤　昭朗 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス22F

6 1136 にしやま消化器内科 西山 範 大阪市阿倍野区阪南町5-23-18

7 1145 やはた内科クリニック 八幡　尚之 大阪市阿倍野区昭和町1丁目3-29 メゾンプルミエール1F

8 1147 医療法人　河島医院 河島　祥彦 大阪市阿倍野区昭和町2-1-24

9 1204 医療法人　吉田医院 吉田　明生 大阪市阿倍野区阿倍野元町5-22

10 1221 医療法人 柏蔭会　柏原医院 柏原　紀美 大阪市阿倍野区万代1-6-16

11 1266 山中脳神経外科・リハビリクリニック 山中　一功 大阪市阿倍野区天王寺町北3-11-4　スギ薬局林寺店2F

12 1276 医療法人　山田医院 山田　良宏 大阪市阿倍野区王子町2-12-14

13 1287 すずかけの木クリニック 奥川　帆麻 大阪市阿倍野区松崎町2-3-37

14 1340 むぎたにクリニック 麦谷　達郎 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-10-3

15 1062 中村クリニック 中村　徹 大阪市生野区巽中2-22-13

16 1100 正木クリニック 正木　初美 大阪市生野区桃谷2-18-9

17 1104 弘善会クリニック 伊藤　章 大阪市生野区田島5-23-39

18 1111 杉本医院 杉本　泰造 大阪市生野区桃谷２−２１−１８

19 1124 松崎病院 木村　元英 大阪市生野区新今里7-4-8

20 1151 奥野内科クリニック 奥野　泰久 大阪市生野区生野西2-6-23

21 1158 白崎整形外科内科 白崎　信己 大阪市生野区新今里1-18-22

22 1180 岸田内科 岸田　泰弘 大阪市生野区小路東1-3-26

23 1191 医療法人 祐星会　桃クリニック 後藤　克子 大阪市生野区勝山北1-18-14

24 1290 医療法人康仁会　鶴橋中央診療所 吉田　憲治 大阪市生野区鶴橋2-16-7

25 1377 医療法人つづく　都竹産婦人科医院 都竹　理 大阪市生野区新今里5-2-10

26 1032 茶屋町ブレストクリニック 脇田 和幸 大阪市北区茶屋町3-1　三晃ビル4F

27 1085 藤林クリニック 中山　麻里 大阪市北区芝田2丁目6番30号 梅田清和ビル5階

28 1232 桜橋渡辺病院 渡辺　真一郎 大阪市北区梅田２－４－３２ 

29 1240 サンパーク中之島クリニック 藤原　良太 大阪市北区菅原町９－１６　第３ワールドビル２階

30 1267 西木診療所 西木　正照 大阪市北区中崎1-2-25　アクシオ梅田東1F

31 1285 医療法人　石井クリニック 石井　豊 大阪市北区菅栄町10-12

32 1309 てんじん整形外科リウマチ科 史　賢林 大阪市北区天神橋1-13-4

33 1318 医療法人ケイズ会　茶屋町レディースクリニック 奥　久人 大阪市北区茶屋町2-19　JPR茶屋町ビル4F

34 1322 ふくだあやレディースクリニック 福田　綾 大阪市北区紅梅町1-6　カザリーノビル1階

35 1348 医療法人　佐藤内科クリニック 佐藤　公昭 大阪市北区天神橋4-6-14

36 1349 社会医療法人協和会　加納総合病院 加納　繁照 大阪市北区天神橋7-5-15

37 1351 天満ＳＯＲＡクリニック 森田　哲史 大阪市北区浪花町4-9

38 1352 医療法人真生会　ラジオロジークリニック扇町 宮本　信一 大阪市北区神山町１－７　扇町ﾒﾃﾞｨｯｸｽﾓｰﾙ2Ｆ

39 1353 南森町レディースクリニック 平井　光三 大阪市北区天神橋2-5-25-1Ｆ

40 1355 医療法人　近藤クリニック 近藤　雅彦 大阪市北区茶屋町1-27

41 1184 医療法人　村川医院 村川　浩一 大阪市此花区伝法2-4-29

42 1202 栗栖クリニック 栗栖　孝一 大阪市此花区高見2-4-18

43 1203 こじまクリニック 小島　研太郎 大阪市此花区梅香1-21-12

44 1078 はしもと内科循環器内科クリニック 橋本　裕之 大阪市城東区今福西2-6-6　グランピア今福1階

45 1088 高見医院 高見　成洲 大阪市城東区中浜1-20-7-101

46 1103 柳原医院 築山　正嗣 大阪市城東区東中浜3-4-1

47 1127 有賀耳鼻咽喉科 有賀　秀治 大阪市城東区鴫野東1-13-10

48 1163 山田内科医院  山田　英次 大阪市城東区今福東1‐7‐5

49 1192 いわもと内科クリニック 岩本　直己 大阪市城東区中浜3-14-15

50 1193 医療法人よつば会　クローバークリニック 荒木 良守 大阪市城東区鴫野西4-1-33　Welfare大阪京橋ビル1階

51 1194 医療法人 金井産婦人科 金井　宏之 大阪市城東区今福西1-2-8

52 1198 医療法人奥景会 ひびきクリニック 日比野　賢嗣 大阪市城東区諏訪2-5-15　シルバーハイツ１階 

53 1219 医療法人 有光会　サトウ病院 古瀬　洋一 大阪市城東区東中浜1-2-23

54 1237 医療法人澄心会　いでぐち医院 出口　寛 大阪市城東区今福西３－７－２８　富士谷ＢＬＤ２Ｆ

55 1239 おおにし整形外科医院 大西　誠一 大阪市城東区中央１－２－２３　京橋ハイツビルディング１階

56 1247 野口医院 野口　誉生 大阪市城東区関目３－１３－１

57 1279 いけじり内科外科クリニック 池尻　真康 大阪市城東区関目6-7-8

58 1289 医療法人　山中医院 山中　富美男 大阪市城東区諏訪1-3-1

59 1296 そがクリニック 曽我　良平 大阪市城東区永田3-2-6　フレンドタウン深江橋2階

60 1303 医療法人　奥井内科クリニック 奥井　克治 大阪市城東区東中浜2-7-5

61 1312 医療法人　伊東内科クリニック 伊東　達夫 大阪市城東区野江4-10-22

62 1326 大阪がん循環器病予防センター 伊藤　壽記 大阪市城東区森之宮1丁目6番107号

63 1379 社会医療法人有隣会　東大阪病院附属クリニック 北野　元一 大阪市城東区中央1-7-8　ﾘｱﾝ中央1階D号

64 1278 医療法人三寿会　御崎クリニック 櫻井　温 大阪市住之江区御崎1-6-7

65 1372 医療法人中野脳神経外科クリニック 中野　敦久 大阪市住之江区粉浜2-9-14コハマビル1階
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66 1264 タナカクリニック 田中　好男 大阪市住吉区苅田3-9-5

67 1333 医療法人ハートフリーやすらぎ　住吉診療所 後岡　晃一郎 大阪市住吉区帝塚山東5-8-3

68 1064 小正医院 小正　尚裕 大阪市大正区平尾3丁目16-15

69 1223 大正病院 福本　健治 大阪市大正区三軒家東5-5-16

70 1046 しばた皮フ科クリニック 芝田　孝一 大阪市中央区森ノ宮中央1-1-30　ビエラ森ノ宮３階

71 1055 ふじたクリニック 藤田　富雄 大阪市中央区島之内2丁目11-20　島之内ビル2F

72 1060 大織診療所 藤原　大美 大阪市中央区瓦町2-6-9　大織健保会館3階

73 1063 長谷工クリニック 西田　和彦 大阪市中央区平野町1-5-7

74 1119 岩佐クリニック 岩佐　厚 大阪市中央区日本橋１－３－１ 三共日本橋ビル３階

75 1153 讀賣テレビ　健康管理室 富永　なおみ 大阪市中央区城見2‐2‐33 讀売テレビ11F

76 1159 じょうまえクリニック 城前　仁 大阪市中央区瓦屋町1-12-1

77 1197 医療法人正有会　かただクリニック 堅田　明浩 大阪市中央区内久宝寺町3-1-13　ハイグレード谷五1階

78 1211 和田医院 和田　正彦 大阪市中央区北久宝寺町1-6-14

79 1227 塩野義製薬株式会社診療所 秋岡　寿 大阪市中央区道修町３－１－８

80 1243 AMA　Clinic　淡路町院 天方　義郎 大阪市中央区淡路町3-2-13　ZeLKOVA　QUATTRO　3階

81 1251 医療法人　松本内科クリニック 松本　淳 大阪市中央区谷町６－３－２

82 1253 医療法人愛香会　奥山医院 奥山　輝実 大阪市中央区心斎橋筋１－１－５　心斎橋永恒ビル５F

83 1257 医療法人皓真会　野村クリニック 植田　充治 大阪市中央区高津３－２－２８ラパンジール日本橋ビル２階

84 1277 大阪天満橋Y&Y歯科 与謝野　漣 大阪市中央区谷町2丁目2-18　　2F

85 1280 森デンタルクリニック 森　明彦 大阪市中央区内本町1-2-11ウタカビル1F

86 1282 医療法人二天会　久保こう門胃腸科クリニック 久保　隆一 大阪市中央区南船場1-1-3　クボクリニックビル

87 1283 医療法人雄仁会　すとうレディースクリニック 周藤　雄二 大阪市中央区南船場3-11-24　東京都市開発御堂筋ビル4F

88 1288 医療法人聖和会　早川クリニック 早川　謙一 大阪市中央区西心斎橋1-4-5御堂筋ビル5F

89 1293 よどやばしメディカルクリニック 田中　基幹 大阪市中央区北浜3丁目5-20松栄ビル4F

90 1295 なんばくろとびハートクリニック 黒飛　俊哉 大阪市中央区難波4-7-14　難波フロントビル10階

91 1300 有本乳腺外科クリニック本町 有本　裕一 大阪市中央区瓦町3-2-15　瓦町ウサミビル3F

92 1305 医療法人いちょう会　石川消化器内科 江副　康正 大阪市中央区今橋3-2-17

93 1306 リガーレ血液内科太田クリニック・心斎橋 太田　健介 大阪市中央区南船場3-5-11　心斎橋フロントビル5F

94 1313 浅田診療所 浅田　洋造 大阪市中央区安土町1-5-3

95 1319 医療法人ケイズ会茶屋町レディースクリニック心斎橋 井手　一夫 大阪市中央区心斎橋筋1-5-18　2F

96 1321 医療法人財団厚生会　高津病院 川井　秀一 大阪市中央区瓦屋町3-2-7

97 1324 関西医科大学天満橋総合クリニック 浦上　昌也 大阪市中央区大手前1丁目7-31　OMMビル3階

98 1330
医療法人美龍会　はやしレディース肛門泌尿器クリニッ
ク

林　順子 大阪市中央区安堂寺町2丁目6番3号　アイズワンⅢ2階

99 1331 医療法人朋愛会　淀屋橋健診プラザ 白井　幹康 大阪市中央区伏見町4-1-1-4F

100 1338 医療法人財団医親会　ＯＢＰクリニック 惠谷　秀紀 大阪市中央区城見2-2-53　大阪東京海上日動ビルディング4階

101 1364 マサキここちクリニック 今岡　真義 大阪市中央区大手前3-1-43　ホテルプリムローズ大阪３Ｆ

102 1370 ラ・クォール本町クリニック 瀧野　敏子 大阪市中央区本町3-5-2　辰野本町ビル２階

103 1131 腎泌尿器科だんのクリニック 檀野　祥三 大阪市鶴見区諸口3丁目1-21　エクセル・ラ・ヴェール1F

104 1167 なかたクリニック 中田　壮一 大阪市鶴見区諸口4-1-2

105 1245 まつむらクリニック 松村　衛磨 大阪市鶴見区横堤1-12-17

106 1384
生活協同組合　ヘルスコープおおさか　まった生協診療
所

玉城　浩巳 大阪市鶴見区横堤3-6-7

107 1123 旭泌尿器クリニック 山口　旭 大阪市天王寺区筆ケ崎町5-52

108 1141 NDKデンタル真法院 藤原　秀樹 大阪市天王寺区真法院町12-4

109 1143 松井胃腸科クリニック 松井　成生 大阪市天王寺区生玉町2-3 小出ビル3階

110 1229 じょうこうクリニック 上甲　政德 大阪市天王寺区玉造元町３－９　八光ビル６階

111 1258 遠藤クリニック 遠藤 友一郎 大阪市天王寺区上汐5-5-2

112 1260 大阪府医師会保健医療センター 小川　隆平 大阪市天王寺区清水谷町19番14号

113 1281 医療法人正啓会　西下胃腸病院 西下　正和 大阪市天王寺区北河堀町4番15号

114 1291 みきクリニック 山口　美樹 大阪市天王寺区空清町5-18MRTビル2F

115 1332 医療法人光誠会　天王寺記念クリニック 北口　宏樹 大阪市天王寺区北河堀町7-21

116 1346 夕陽ヶ丘佐藤クリニック 佐藤　利彦 大阪市天王寺区六万体町5-19　メイプル夕陽丘２Ｆ

117 1363 医療法人聖授会　総合健診センター 平田　充彦 大阪市天王寺区東高津町7-11　大阪府教育会館５階

118 1366 乳腺外科ヨシダクリニック 吉田　哲也 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-11-23-201

119 1108 えびす診療所 久保田　泰弘 大阪市浪速区戎本町1丁目6-22　ニューサノビル1F

120 1150 小池レディスクリニック 小池　浩司 大阪市浪速区難波中2-3-3　森川医療ビル5Ｆ

121 1157 佐久間医院 佐久間　靖博 大阪市浪速区日本橋4-2-10

122 1375 愛染橋病院 寺川　直樹 大阪市浪速区日本橋5-16-15

123 1156 福西歯科口腔外科 福西　啓八 大阪市西区江之子島1-1-9-115

124 1170 医療法人名山会　上杉医院 上杦　雄二 大阪市西区九条3-20-14

125 1286 四ツ橋腎泌尿器科こじまクリニック 児島　康行 大阪市西区北堀江1-5-14四ツ橋YMビル2階

126 1315 CSクリニック 大井　博道 大阪市西区京町堀1-8-5 明星ビル1F

127 1323 社会医療法人寿楽会　大野記念病院 山内　伸一 大阪市西区南堀江1丁目26-10

128 1327 医療法人弘清会　四ツ橋診療所 安井　潔 大阪市西区新町1丁目22番9号

129 1376 𠮷川病院 𠮷川　守 大阪市西区九条南3-29-14

130 1126 赤松内科 赤松　浩治 大阪市西成区岸里東2-15-11

131 1320 医療法人亀寿会　とまとクリニック 岩佐　一生 大阪市西成区岸里東2丁目5-11

132 1344 医療法人純和会　竹本診療所 八木　純 大阪市西成区千本北2-31-1

133 西淀川区 1199 田井内科クリニック 田井　茂 大阪市西淀川区佃 3-19-11-1階 
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134 1161 島田内科 島田　瑞夫 大阪市東住吉区矢田4-10-17

135 1205 中尾クリニック 中尾　浩久 大阪市東住吉区南田辺1-7-2

136 1230 医療法人太子会　おおしろクリニック 大城　孟 大阪市東住吉区鷹合１－１７－３０

137 1311 医療法人　和田医院 和田　昌教 大阪市東住吉区山坂5-2-8

138 1362 医療法人　むつみ渡辺整形外科医院 渡辺　昭彦 大阪市東住吉区北田辺2-5-7　アモーレ美章園1F

139 1031 あやこレディースクリニック 金　雅子 大阪市東成区中道3-16-15　ソレアード玉造2階

140 1034 新名眼科 新名　健治 大阪市東成区大今里4-27-32

141 1053 吉田医院 吉田　隆一 大阪市東成区東小橋 3-8-9

142 1056 まえだクリニック 前田　史一 大阪市東成区大今里4－27-15

143 1057 よつ葉クリニック 前田　巨人 大阪市東成区大今里3丁目14-23

144 1058 目黒クリニック 目黒　則男 大阪市東成区大今里西1-26-5　ロハスプラザ202

145 1066 いかわ内科クリニック 井川　寛 大阪市東成区大今里1-31-19

146 1069 大今里ふれあいクリニック 別府　敬三 大阪市東成区大今里南1-3-1　大今里リハビリテーションセンター1階

147 1074 深江診療所 深江　大蔵 大阪市東成区中本5-13-10

148 1084 佐々木医院 佐々木　義仁 大阪市東成区中本5-9-4

149 1092 えびすクリニック 阪本　憲彦 大阪市東成区大今里南1-1-23　ノアーズアーク今里駅前103号

150 1093 光林クリニック 光林　茂 大阪市東成区深江北1-3-19

151 1096 秋岡診療所 秋岡　要 大阪市東成区東今里1-7-18

152 1099 澤見内科 澤見　和郎 大阪市東成区深江北2丁目２番3号

153 1101 木下診療所 上原　泰夫 大阪市東成区中道2-21-9

154 1102 川上クリニック 川上　朗 大阪市東成区玉津1丁目11-22

155 1105 福川内科クリニック 福川　隆 大阪市東成区東小橋3-17-7

156 1106 長田医院 長田　栄一 大阪市東成区深江南1-10-8　ピアメゾン深江1階

157 1182 大谷透内科 大谷　透 大阪市東成区中道1-4-2-205

158 1190 土谷内科医院 土谷　隆 大阪市東成区深江南1-16-26

159 1226 医療法人　中村クリニック 中村　正廣 大阪市東成区東中本２－１－２１

160 1249 医療法人健生会　福田診療所 福田　祥大 大阪市東成区東中本1-4-17

161 1261 医療法人朋愛会　朋愛病院 左川　均 大阪市東成区大今里1丁目25番11号

162 1262 医療法人明青会　たまつくりクリニック 芝本　恵 大阪市東成区中道3-16-15　ソレアード玉造1F

163 1284 医療法人中本会　中本病院 廣瀬　保 大阪市東成区中道4-13-12

164 1302 医療法人大平会　大森クリニック 大森　孝平 大阪市東成区東小橋1-10-6

165 1337 医療法人　岩本診療所 岩本　伸一 大阪市東成区東小橋1-2-11

166 1361 医療法人野中会　東成病院 野中　志郎 大阪市東成区大今里西2-7-17

167 1149 飯原医院 飯原　啓介 大阪市東淀川区小松3-5-31

168 1218 山本クリニック 山本　一成 大阪市東淀川区豊里2-1-4-109

169 1228 医療法人　横田クリニック 横田　和男 大阪市東淀川区井高野１－１－２９

170 1238 医療法人桃和会　うえのクリニック 植野　正也 大阪市東淀川区大桐１－７－１６

171 1380 ごとう内科・消化器内科 後藤　靖和 大阪市東淀川区東淡路4-17-17、３F、４F

172 1116 いちば内科 市場　誠 大阪市平野区加美南1-2-27 加美グリーンテラスクリニックモール2F

173 1144 向坂医院 向坂　直哉 大阪市平野区平野元町8-15

174 1146 村田クリニック 向田　尊洋 大阪市平野区平野東1-8-29

175 1207 由良内科 由良　正信 大阪市平野区加美東4-15-23

176 1241 医療法人　森本医院 森本　周平 大阪市平野区瓜破西１－８－８６

177 1255 大西耳鼻咽喉科医院 大西　かよ子 大阪市平野区長吉長原東3-1-71　ﾅｶﾞﾊﾗﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ2F

178 1268 こもりクリニック 小森　和彦 大阪市平野区喜連東1-8-46

179 1274 うえだ・奥村クリニック 奥村　直己 大阪市平野区喜連東2-11-21

180 1357 医療法人柏木会　柏木クリニック 柏木　伸一郎 大阪市平野区加美南5-6-7

181 1373 医療法人　正和病院 西浦　弘行 大阪市平野区瓜破東1-5-5

182 1065 医療法人優幸会　中村クリニック 中村　幸生 大阪市福島区福島7-6-23-303

183 1067 大阪ブレストクリニック 芝　英一 大阪市福島区大開１－１３－８

184 1115 やまなかクリニック 山中　幹基 大阪市福島区海老江2-1-4

185 1132 あさひ耳鼻咽喉科 八谷　和孝 大阪市福島区海老江1-2-17　阪神野田駅前ノースサイドビル1F

186 1071 大和診療所 大和　宗久 大阪市港区磯路2-1-11

187 1175 医療法人　ほのぼの会　にいつクリニック 新津　建樹 大阪市港区港晴1-1-23

188 1189 しらはま内科クリニック 白浜　健太郎 大阪市港区八幡屋1-3-19

189 1215 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　みなと生協診療所 倉澤　高志 大阪市港区磯路３－３－４ 

190 1042 あいはら歯科・矯正歯科 相原　克偉 大阪市都島区友渕町3-1-28

191 1139 竹谷クリニック 竹谷　哲 大阪市都島区都島本通2-16-11

192 1160 都島放射線科クリニック 呉　隆進 大阪市都島区都島本通1-16-22

193 1200 祐クリニック 道清　勉 大阪市都島区都島本通3-28-12

194 1236 遠藤クリニック 遠藤 淳 大阪市都島区都島本通3-16-10 福祉ビル1階

195 1339 しおじレディースクリニック 塩路　光徳 大阪市都島区東野田町2-3-19　ＭＦＫ京橋駅前ビル３Ｆ

196 1371 かわい内科・胃腸内科クリニック 河相　直樹 大阪市都島区都島本通り2-14-6

197 1043 きぬがわ内科循環器内科 衣川   徹 大阪市淀川区新北野3-12-7

198 1081 宮下内科 宮下　弘道 大阪市淀川区三津屋北1-6-3

199 1138 よどがわ内科クリニック 浦岡　好華 大阪市淀川区十三東2-9-10　十三駅前医療ビル2F

200 1179 東淀川病院 宮　浩久 大阪市淀川区三国本町3-18-3

201 1269 井口クリニック 井口　幸三 大阪市淀川区宮原2-7-25

202 1271 近畿健康管理センターKKCｳｴﾙﾈｽ新大阪健診クリニック 佐野　敦 大阪市淀川区西中島6丁目1-1

東住吉区

東成区

東淀川区

平野区

福島区

港区

都島区

淀川区
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203 1308 おばやしクリニック 緒林　誠 大阪市淀川区三国本町3-37-35-305ヴュ－ル阪急三国3F

204 1359 医療法人社団秀壮会　秀壮会クリニック 熊野　宏二 大阪市淀川区塚本2-19-12

205 1381 医療法人　秀壮会　第２秀壮会クリニック 熊野　久美子 大阪市淀川区十三本町1-12-15

大阪府内　109件（大阪市を除く）

No. 地　域 登録証 医　療　機　関　名 医　師　名 住　　　所

1 1098 医親会　りんくうタウンクリニック 伊藤　俊雄 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８F

2 1304 医療法人龍志会　IGTクリニック 堀　信一 泉佐野市りんくう往来南3-41

3 1314 社会医療法人　三和会りんくう永山病院 永山　孝一 泉佐野市りんくう往来南2-3

4 1265 とうじょうクリニック 東條　修 和泉市鶴山台1-24-6

5 1383 医療法人徳洲会　和泉市立総合医療センター 松下　晴彦 和泉市和気町4-5-1

6 1173 秋岡・西代医院 秋岡　壽 茨木市玉櫛2丁目32-10

7 1183 ほうせんかクリニック 分島　一 茨木市春日2-1-12　ラウンド春日2F

8 1185 きんばらホームクリニック 金原　太 茨木市南春日丘7丁目1-10

9 1224 増田内科医院 増田　一裕 茨木市下中条町３番４号　アークＡ１階 

10 1292 日翔会病院 末廣　愼悟 茨木市駅前3丁目6番23号

11 1387 医療法人　友鉱会　彩都友鉱会病院 中村　仁信 茨木市彩都あさぎ7-2-18

12 貝塚市 1368 市立貝塚病院 今本　治彦 貝塚市堀3-10-20

13 1155 白岩内科医院 白岩　俊彦 柏原市法善寺4-10-24

14 1378 市立柏原病院 佐藤　博之 柏原市法善寺1-7-9

15 交野市 1172 医療法人　美星会　小林診療所 小林　武彦 交野市星田5-15-15

16 1080 福岡内科クリニック 福岡　佳宏 河内長野市北青葉台43－30

17 1135 山口診療所 山口　竜司 河内長野市汐の宮町19-10

18 岸和田市 1369 市立岸和田市民病院 小切　匡史 岸和田市額原町１００１

19 1044 もり耳鼻咽喉科 森　克己 堺市北区中百舌鳥町6丁882-1

20 1077 はるお内科クリニック 玉置　治夫 堺市西区上野芝町3-3-24　上野芝メディカルシティ302

21 1113 菅野クリニック 菅野　展史 堺市堺区向陵中町2-6-1　パパラギヨシビル5Ｆ

22 1142 尾崎クリニック 尾崎　晋一 堺市東区大美野150-5

23 1201 いわもと在宅クリニック 岩本　元臣 堺市美原区北余部45-23

24 1217 医療法人 真友会　きたがわ医院 北川　友朗 堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁16-53

25 1225 清恵会病院 北岡　治子 堺市堺区南安井町１－１－１ 

26 1231 はつしば山本クリニック 山本　雄豊 堺市東区日置荘西町２丁４番２８号

27 1263 医療法人侑生会　太田医院 太田　淳介 堺市南区三原台1-2-2　ﾏｽﾀｰｽﾞｽﾃｰｼﾞ泉ヶ丘1階

28 1336 公益財団法人　浅香山病院 太田　勝康 堺市堺区今池町３－３－１６

29 1345 社会医療法人同仁会　みみはら高砂クリニック 斉藤　和則 堺市堺区高砂町4丁109-2

30 四条畷市 1112 医療法人　田中医院 近藤　明喜子 四条畷市塚脇町5-3

31 1036 亀岡クリニック 亀岡　博 吹田市江坂町1-23-17　喜巳ビル5階

32 1097 ふるかわクリニック 古川　順康 吹田市垂水町3-26-20

33 1114 松浦医院 松浦　寛 吹田市千里山東2-27-11

34 1208 医療法人 学縁会　おおさか往診クリニック 田村　学 吹田市津雲台2-11-2

35 1233 さくら診療所 渡邊　康裕 吹田市青山台ニ丁目１１番１４号 

36 1325 健都はやしクリニック 林　史郎 吹田市岸部新町5-45

37 1343 このしたクリニック 神下　真慶 吹田市千里山霧が丘9-1　千里山メディカルモール1Ｆ

38 1212 社会福祉法人ほたる　なぎさクリニック 村井　浩明 大阪府泉南郡岬町淡輪1469-1

39 1216 社会医療法人 三和会　永山病院 高橋　均 大阪府泉南郡熊取町大久保東1丁目1-10

40 泉南市 1214 医療法人なぎさ会　第五なぎさクリニック 上松　一誠 泉南市信達岡中936-1

41 1087 水野クリニック 水野　仁文 大東市扇町14-17

42 1235 まつおかクリニック 松岡　成康 大東市扇町６番２２号メルベーユ扇町１階 

43 1374 医療法人惠和会　惠和会総合クリニック 廣田　健 大東市末広町7-7　東邦ビル6階

44 高石市 1140 石田医院 石田　雄三 高石市羽衣1-10-11

45 1068 りょうクリニック 梁　壽男 高槻市川添2-2-21

46 1082 宗光診療所 宗光　博文 高槻市寺谷町38-15

47 1301 いさか脳神経クリニック 井阪　俊彦 高槻市芥川町1-10-3　荘田2階

48 1033 天羽クリニック 天羽　康雄 豊中市曽根東町１丁目9-25-103

49 1041 藤戸クリニック 藤戸　努 豊中市本町6丁目7-6

50 1051 医療法人　江本医院 江本　敬 豊中市柴原町3-10-14

51 1117 松田内科 松田 高明 豊中市本町1-1-1　豊中阪急ビル5F

52 1148 衣川医院 衣川   秀一 豊中市夕日丘1-3-12

53 1168 千里ペインクリニック 松永　美佳子 豊中市少路1-7-18

54 1222 内科外科ためさん診療所 山本　爲義 豊中市上新田2丁目24番50-1　上新田メディカルブリッジ1F

55 1234 医療法人　志水医院 志水　清紀 豊中市本町１丁目１１番１号 

56 1242 森田医院 森田　重治 豊中市東豊中町６－１５－２２

57 1385 医療法人　祥風会　豊中みどりクリニック 塩田　浩史 豊中市旭丘1-13

58 豊能郡 1299 医療法人秀徳会　まわたり内科 馬渡　秀徳 大阪府豊能郡豊能町新光風台2-16-12

59 富田林市 1070 坂口医院 坂口　隆啓 富田林市高辺台2-6-30

60 寝屋川市 1358 やまだ診療所 山田　正治 寝屋川市萱島本町20-4

61 阪南市 1213 医療法人なぎさ会　第二なぎさクリニック 湯川　修也 阪南市箱の浦452-3

62 1035 篠原クリニック 篠原　康夫 東大阪市岩田町5-17-10

63 1061 みさきクリニック 三崎　尚之 東大阪市小阪1-2-20　天正第2ビル1階
東大阪市

泉佐野市

和泉市

茨木市

柏原市

河内長野市

堺市

吹田市

泉南郡

大東市

高槻市

豊中市

淀川区
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64 1089 津森医院 津森　孝生 東大阪市若江東町4-2-5

65 1109 内科外科西岡ファミリークリニック 西岡　宏彰 東大阪市松原1丁目16-34

66 1110 ふじい消化器内科・内視鏡クリニック 藤井　基嗣 東大阪市日下町3丁目6-9

67 1122 ながくら内科クリニック 長倉　俊樹 東大阪市稲田本町2-12-24

68 1125 すが医院 須賀　一普 東大阪市高井田27－30

69 1129 医療法人弘和会　いわさきクリニック 岩﨑　弘登 東大阪市森河内東1-28-14

70 1137 かわべクリニック 川邉　正和 東大阪市荒川3-5-6 MMビル203

71 1164 蛭沼耳鼻咽喉科医院 菊岡　政久 東大阪市瓢箪山町11-24

72 1165 長谷川医院 長谷川　博規 東大阪市松原1-15-21

73 1195 原クリニック 原　聡 東大阪市瓜生堂3-1-11 瓜生堂クリニックビル2階

74 1196 たに内科クリニック 谷　和宏 東大阪市高井田本通1-5-31

75 1206 医療法人 幸志会　もり内科クリニック 田仲　みすず 東大阪市中小阪1-18-7 

76 1220 医療法人喜誠会　おざきクリニック 尾﨑　貞喜 東大阪市菱屋西5丁目11-24　御厨ビル1Ｆ 101号

77 1244 医療法人清祥会　大間知クリニック 大間知　祥孝 東大阪市長堂２－１５－１０

78 1250 小川クリニック 小川　明孝 東大阪市永和2-17-7

79 1270 大熊内科医院 大熊　浩 東大阪市荒川2-22-1

80 1273 光貴会しんいけクリニック 棚野　晃秀 東大阪市新池島町2-13-21

81 1298 医療法人未来会　みらいクリニック 堀　修昌 東大阪市鴻池本町2-28

82 1310 医療法人　向坂医院　さきさかクリニック 三浦　由雄 東大阪市小若江2-14-18ギァレ近大前1階

83 1341 医療法人仁修会　城野内科医院 城野　修一 東大阪市長田中1-1-5

84 1360 みつぼし在宅クリニック 木下　竜弥 東大阪市長田東2-2-14　NBHビル３階

85 1342 医療法人あい内科クリニック 武田　徳弘 東大阪市花園東町2-6-35

86 1367 秦医院 秦　石賢 東大阪市上山阪２－３－１２

87 1040 みやのさか整形外科・皮膚科・内科 梅田　直也 枚方市宮之阪3-7-10

88 1210 医療法人亀寿会　亀岡内科 亀岡　慶一 枚方市西禁野２丁目2-28 　第一黒川ビル１階

89 1252 医療法人弘星会　中川医院 中川　義弘 枚方市星丘３－１６－１５

90 1329 市立ひらかた病院 森田　眞照 枚方市禁野本町2丁目14番1号

91 藤井寺市 1045 数尾診療所 数尾　展 藤井寺市小山2-1-1

92 1059 増田整形外科クリニック 増田　達之 松原市上田4-4-5

93 1316 医療法人　たなか内科 田中　裕之 松原市高見の里4丁目8番31号

94 1328 めぐみ内科・内視鏡クリニック 吉原　英司 松原市天美東2-135-2　松原天美クリニックビル1階

95 1335 医療法人社団秀博会　マサキクリニック 田中　勝喜 松原市東新町4-11-2-103

96 箕面市 1272 ふじもとクリニック 藤本　研治 箕面市桜井1-7-20宝ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1F

97 1083 粟井胃腸科内科 粟井　堅一 守口市淀江町3-7　メディトピア守口1F

98 1169 医療法人　健仁会　アイル在宅医療クリニック 東　功 守口市寺内町2-7-3

99 1187 たいようさんさん在宅クリニック 白　成栽
（ハク　スンジェ）

守口市金下町2-2-13　徳高ビル1F

100 1307 医療法人慈翔会　沼脳神経外科クリニック 沼　義博 守口市本町2-1-24　守口ミッドサイド文禄ヒルズ　ザタワー1F

101 1354 医療法人　橋本クリニック 橋本　貴司 守口市金下町2-12-5

102 1073 しろばとクリニック 栗岡　宏彰 八尾市光町1丁目29番地　サンフォレスト104号

103 1128 医療法人　松樹会　松本クリニック 松本　伸治 八尾市光南町1-3-26　タビルカミ201

104 1152 明石医院 明石　夕香 八尾市北本町2-12-23

105 1177 萩原クリニック 萩原　正久 八尾市春日町2-6-9

106 1186 医療法人　松尾クリニック 松尾　美由起 八尾市北本町2-15-25

107 1254 医療法人あおい会　在宅医療　あおいクリニック 梅田　喜亮 八尾市高町２－４３

108 1259 医療法人　田中医院 田中　祐一良 八尾市本町5-1-7

109 1297 社会医療法人医真会　安中診療所 宮田　美彌 八尾市安中町9-3-12

◆大阪府以外　33件

No. 地　域 登録証 医　療　機　関　名 医　師　名 住　　　所

1 1052 菊川内科医院 菊川　政次 奈良県桜井市桜井875番地

2 1054 まつお内科 松尾　隆広 奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3　リコラス登美ヶ丘A棟3階

3 1072 吉川診療所 吉川　佳嗣 奈良県御所市東松本8-1 ATYビル1F

4 1095 登美ヶ丘クリニック 北神　敬司 奈良県奈良市中登美ヶ丘4丁目3番地

5 1130 医療法人　鵜山医院 鵜山　秀人 奈良県葛城市新庄16番地

6 1166 清水内科医院 清水　和男 奈良県奈良市朱雀4-1-26

7 1176 医療法人ひばり　ひばり往診クリニック 森井 正智 奈良県奈良市三碓6丁目9-23

8 1209 渡邉内科外科クリニック 渡邉　巌 奈良県生駒市北大和1丁目3-1 

9 1246 かわしま内科・外科こどもクリニック 川嶋　健 奈良県香芝市旭ヶ丘２－３０－４

10 1275 医療法人啓幸会　農野内科小児科医院 農野　正幸 奈良県北葛城郡王寺町太子3-9-3

11 1317 学研奈良乳腺クリニック 山本　克彦 奈良県奈良市右京1-4　サンタウンプラザひまわり館3階

12 1037 河村循環器病クリニック 河村　剛史 兵庫県神戸市灘区岸地通5丁目3番9号

13 1039 いわたクリニック 岩田　隆 兵庫県西宮市甲子園三保町5-15　ユーセービル1F

14 1047 二宮内科クリニック 二宮 俊明 兵庫県伊丹市梅ノ木4-6-22

15 1048 たかやすクリニック 高安　幸生 兵庫県神戸市灘区深田町4丁目1-1-301（ウェルブ六甲道2番街）

16 1049 さわだ整形外科 澤田　元幸 兵庫県尼崎市塚口町1-12-8　青山塚口ビル2F

17 1079 間瀬内科クリニック 間瀬　恒 兵庫県川西市中央町5-5　OHMIビル6F

18 1086 さきたクリニック 先田　功 兵庫県西宮市和上町2-35-101

19 1090 みやうちクリニック 宮内　啓輔 兵庫県尼崎市武庫之荘4-10-5

20 1091 あらい内科医院 荒井　六郎 兵庫県尼崎市南塚口町1-12-23

兵庫県

東大阪市

枚方市

松原市

守口市

八尾市

奈良県
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21 1120 セレンクリニック神戸 阿部　浩文 兵庫県神戸市中央区加納町4-4-17　ニッセイ三宮ビル１３階

22 1134 きむらクリニック 木村　賢太郎 兵庫県宝塚市中筋4-8-27　中山寺駅前ビル

23 1154 井上内科循環器科医院 井上　正博 兵庫県尼崎市富松町2-23-12

24 1162 田畑クリニック 田畑　亨 兵庫県川西市清和台東3-2-4

25 1178 古川耳鼻咽喉科医院 古川　裕 兵庫県芦屋市大原町5-1 古川ビル５階

26 1248 まりこ中町内科 岡田　真理子 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町1-9-11YMビル魚崎中町１F

27 1294 清水外科胃腸科 清水　實 兵庫県宝塚市清荒神1-2-36

28 1347 医療法人社団眞愛会　太田内科医院 太田　秀行 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-28-13

29 1365 奥野クリニック 奥野　芳茂 兵庫県神戸市灘区深田町4-1-39　メイン六甲Aビル６階

30 1386 いなとめ乳腺クリニック 稲留　遵一 兵庫県西宮市高松町5-39　なでしこビル3F

31 三重県 1075 百合が丘クリニック 山中　章好 三重県名張市百合が丘東1-14

32 1334 なかふさ診療所 田中　賢 和歌山県岩出市中迫553-1

33 1382 医療法人　福慈会　福外科病院 福　昭人 和歌山県和歌山市和歌浦東3-5-31

兵庫県

和歌山県
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