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    101-00153 医療法人杏林会　金岡〒591-8044 072-252-2461医療法人杏林会　理事好井　正明 昭32.10. 6療養       170病院
     病院 堺市北区中長尾町二丁４番３号 常　勤:    6長　藤本　幸雄 新規 内   外   整外現存
     (医       6) 平29.10. 6放   
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-00187 医療法人慈友会　堺山〒590-0829 072-241-3945医療法人　慈友会　理山口　茂樹 昭32.10. 1一般        60病院
     口病院 堺市堺区東湊町六丁３８３番地 常　勤:    4事長　山口　恵子 新規 内   胃   外  現存
     (医       4) 平29.10. 1整外 リハ 放  
     非常勤:   23 麻   
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-01813 医療法人杏和会　阪南〒599-8263 072-278-0381医療法人　杏和会　理黒田　健治 昭32.10. 1精神       690病院
     (01-61813 ) 病院 堺市中区八田南之町２７７ 常　勤:   45事長　後藤田　公一 新規 精   心内 内  現存
     (医      44) 平29.10. 1小   放   歯  
     (歯       1) 神内 
     非常勤:   17 精神科、児童精
     (医      17) 神科、内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-01896 公益財団法人　浅香山〒590-0018 072-229-4882公益財団法人　浅香山太田　勝康 昭32.10. 1一般       223病院
     (01-61896 ) 病院 堺市堺区今池町三丁３番１６号 常　勤:   70病院　理事長　髙橋　 新規 精神       816現存
     (医      68)明 平29.10. 1内   外   整外
     (歯       2) 形外 婦   眼  
     非常勤:   47 歯   耳い ひ  
     (医      47) 透析 リハ 皮  
     放   神内 精  
     心内 循   麻  
     消   呼内 
     内科、泌尿器科
     （人工透析）、
     循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-01946 医療法人恵泉会　浜寺〒592-8346 072-263-2121医療法人　恵泉会　理新谷　英夫 昭32.10. 1療養       107病院
     中央病院 堺市西区浜寺公園町一丁１５番地常　勤:    2事長　武久　洋三 新規 内   消   循  現存
     (医       2) 平29.10. 1放   リハ 
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-02928 医療法人サヂカム会　〒590-0027 072-233-1880医療法人サヂカム会　河口　剛 昭36. 1. 1精神       144病院
     三国丘病院 堺市堺区榎元町一丁５番１号 常　勤:    6理事長　奥野　正景 新規 精   心内 神内現存
     (医       6) 平30. 1. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
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    701-03462 独立行政法人労働者健〒591-8025 072-252-3561独立行政法人労働者健田内　潤 昭37. 5. 1一般       678地域支援
     (01-63462 ) 康安全機構　大阪労災堺市北区長曾根町１１７９番地の常　勤:  193康安全機構　理事長　 新規 内   精   形外病院
     病院 ３ (医     189)有賀　徹 平28. 5. 1小   外   整外現存
     (歯       4) 脳外 心外 皮  
     非常勤:    4 ひ   産婦 眼  
     (医       4) 耳い リハ 麻  
     歯外 歯   循  
     消   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-03777 山口医院 〒591-8042 072-252-1819山口　良典 山口　良典 昭39. 1. 1精   神   内  診療所
     堺市北区大豆塚町一丁２６番７号常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-04007 一般財団法人大阪府結〒590-0028 072-221-5515一般財団法人　大阪府河面　孝 昭39.11. 1内   呼   消  診療所
     核予防会　堺髙島屋内堺市堺区三国ケ丘御幸通５９番地常　勤:    2結核予防会　理事長　 循   現存
     診療所 （高島屋堺店内５階） (医       2)増田　國次 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-04031 木田産婦人科医院 〒593-8308 072-272-1113木田　正俊 木田　正俊 昭39.12. 1一般         6診療所
     堺市西区神野町二丁１４－１ 常　勤:    1 新規 産婦 外   内  現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-04742 医療法人以和貴会　金〒591-8012 072-252-3108医療法人以和貴会　理髙野　照起 昭42. 8. 8精神       453病院
     (01-64742 ) 岡中央病院 堺市北区中村町４５０番地 常　勤:   14事長　高野　公男 移転 神   精   内  現存
     (医      11) 平24. 8. 8歯   
     (薬       3)
     非常勤:   13
     (医      12)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-04783 坂本産婦人科 〒599-8107 072-257-3588坂本　覚圓 坂本　覚圓 昭42.11. 1一般         2診療所
     堺市東区白鷺町一丁３番７号 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-04981 三善医院 〒591-8041 072-251-1690三善　輝夫 三善　輝夫 昭43.10. 1内   胃   小  診療所
     堺市北区東雲東町三丁８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-05020 医療法人大泉会　大仙〒593-8302 072-278-2921医療法人大泉会　理事下戸　隆 昭44. 1. 1一般        30病院
     病院 堺市西区北条町一丁２番３１号 常　勤:    5長　佐々木　甫 新規 内   外   整外現存
     (医       5) 平29. 1. 1皮   胃   こう
     非常勤:   19 リハ 放   
     (医      19)
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   1501-05343 新宮診療所 〒591-8021 072-251-8195新宮　雅 新宮　雅 昭45. 5. 1外   胃   放  診療所
     堺市北区新金岡町４－７－４１ 常　勤:    1 新規 リハ 麻   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-05707 酢谷医院 〒590-0968 072-238-1879酢谷　忠夫 酢谷　忠夫 昭46. 2. 1内   循   診療所
     堺市堺区南旅籠町西一丁１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-06275 医療法人泉友会　熊野〒590-0974 072-221-7543医療法人泉友会　理事熊野　文雄 昭48. 4. 1一般    診療所
     クリニック 堺市堺区大浜北町三丁１２番７号常　勤:    1長　熊野　文雄 新規 外   内   整外現存
     (医       1) 平30. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-06481 セントラル硝子松阪工〒590-0987 072-221-7069セントラル硝子株式会山田　拓哉 昭34.10. 1内   外   皮  診療所
     場堺製造所診療所 堺市堺区築港南町６ 常　勤:    1社松阪工場堺製造所　 移転 放   現存
     (医       1)製造所長　谷瀬　伸久 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-06663 堺化学工業株式会社診〒590-0985 072-223-4115堺化学工業株式会社　戎野　昌二 昭32. 7. 1内   外   診療所
     療所 堺市堺区戎島町５丁１番地 常　勤:    1取締役社長　矢部　正 新規 現存
     (医       1)昭 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-06713 池田産婦人科 〒590-0942 072-228-1319池田　聰明 池田　聰明 昭49. 5. 1一般         9診療所
     堺市堺区材木町東三丁１－２０ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-06804 特別養護老人ホーム　〒590-0134 072-293-4800社会福祉法人　朋和会橋本　和典 昭49.10. 1内   整外 外  診療所
     年輪診療所 堺市南区御池台五丁２番２号 常　勤:    1　理事長　橋本　恭子 新規 ひ   精   皮  現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-06812 山手医院 〒590-0924 072-238-1796山手　秀和 山手　秀和 昭49. 9. 1内   アレ リウ診療所
     堺市堺区桜之町東一丁１番３号 常　勤:    1 移転 婦   心内 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-06879 中平医院 〒599-8103 072-285-5250中平　進一 中平　進一 昭50. 1. 1内   小   リハ診療所
     堺市東区菩提町４－１７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2401-07133 長谷川医院 〒590-0144 072-298-5486長谷川　勝彦 長谷川　勝彦 昭51. 2. 1小   内   皮  診療所
     堺市南区赤坂台３丁１０－３ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-07208 高杉医院 〒599-8265 072-270-8679高杉　東一 高杉　東一 昭51. 4. 1内   小   診療所
     堺市中区八田西町二丁目１７番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-07257 日高耳鼻咽喉科 〒590-0144 072-298-8537日髙　悦子 日髙　悦子 昭51. 5. 1耳い 診療所
     堺市南区赤坂台３－１０－４ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-07315 後藤内科 〒590-0114 072-292-2200後藤　紀夫 後藤　紀夫 昭54. 7. 1内   循   放  診療所
     堺市南区槇塚台１－７－５ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-07380 医療法人朝日会　朝日〒590-0801 072-247-2701医療法人朝日会　理事黒田　隆也 昭52. 2. 1一般        47病院
     会病院 堺市堺区大仙中町２番８号 常　勤:    1長　黒田　隆也 新規 療養        49現存
     (医       1) 平28. 2. 1内   外   整外
     非常勤:    8 消胃 リハ 放  
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-07422 日下小児科 〒599-8114 072-286-5315日下　高志 日下　高志 昭52. 8. 1小   診療所
     堺市東区日置荘西町二丁５番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-07588 田 クリニック 〒590-0103 072-235-3003田 　廣己 田 　廣己 昭53. 4. 1外   内   診療所
     堺市南区深阪南３０１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-07679 かねの小児科医院 〒590-0942 072-229-1253金野　稀 金野　稀 昭53. 8. 1小   内   診療所
     堺市堺区材木町東一丁２番１３号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-07695 藪　医院 〒591-8021 072-251-1910藪　　貞夫 藪　　貞夫 昭53. 9. 1内   小   放  診療所
     堺市北区新金岡町三丁６番４２号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-07737 西川医院 〒591-8022 072-252-8565西川　厚 西川　厚 昭53.10. 1内   小   皮  診療所
     堺市北区金岡町８９３番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.10. 1
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   3401-07778 藤沢小児科 〒590-0137 072-297-1100藤沢　溥人 藤沢　溥人 昭54. 1. 1小   診療所
     堺市南区城山台三丁３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-07885 林医院 〒599-8267 072-274-5355林　喜一 林　喜一 昭54. 7. 1内   外   診療所
     堺市中区八田寺町２４４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-07943 多田医院 〒590-0143 072-299-8902多田　和郎 多田　和郎 昭54. 8. 1小   皮   アレ診療所
     堺市南区新檜尾台３－５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-07976 若林内科 〒590-0138 072-299-2111若林　明 若林　明 昭54. 9. 1内   診療所
     堺市南区鴨谷台３丁６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-07984 根来内科 〒590-0143 072-298-2646根来　昴 根来　昴 昭54.10. 1内   診療所
     堺市南区新檜尾台３－５－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-08008 西山内科医院 〒591-8021 072-254-0054西山　俊一 西山　俊一 昭54.12. 1内   診療所
     堺市北区新金岡町三丁４－３－１常　勤:    1 新規 現存
     １５ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-08180 医療法人田中会　田中〒591-8007 072-251-0005医療法人田中会　理事田中　元人 昭55. 4. 1一般        43病院
     病院 堺市北区奥本町一丁２１６番地 常　勤:    5長　田中　元人 新規 療養        80現存
     (医       3) 平28. 4. 1内   整外 リハ
     (薬       2)
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-08313 医療法人錦秀会　阪和〒599-8271 072-277-1401医療法人錦秀会　理事守口　篤 昭55.12. 1一般       235病院
     (01-68313 ) 第二泉北病院 堺市中区深井北町３１７６ 常　勤:   34長　籔本　雅巳 新規 療養       734現存
     (医      33) 平28.12. 1内   外   整外
     (歯       1) 眼   放   リハ
     非常勤:   55 麻   歯外 
     (医      52)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-08388 中田内科医院 〒590-0132 072-298-0005中田　耕太 中田　耕太 昭56. 5. 1内   診療所
     堺市南区原山台一丁１２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4301-08537 山田医院 〒590-0057 072-233-1791山田　周作 山田　周作 昭56. 9. 1内   皮   心内診療所
     堺市堺区御陵通１－８ 常　勤:    2 精   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-08578 山本クリニック 〒590-0115 072-292-2090山本　克夫 山本　克夫 昭56.12. 1内   胃   診療所
     堺市南区茶山台三丁３８番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-08669 当麻眼科医院 〒591-8022 072-258-1352當麻　信子 當麻　信子 昭57. 5. 1眼   診療所
     堺市北区金岡町８９３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-08750 山戸クリニック 〒591-8036 072-258-1520山戸　庸光 山戸　庸光 昭58. 1. 1胃   外   整外診療所
     堺市北区百舌鳥本町一丁７－２ 常　勤:    1 新規 こう リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-08842 社会福祉法人関西福祉〒591-8025 072-252-6000社会福祉法人　関西福川﨑　隆彦 昭58. 6. 1内   リハ 精  診療所
     会　特別養護老人ホー堺市北区長曾根町１２１０番地の常　勤:    1祉会　理事長　戸松　 新規 現存
     ム陵東館診療所 １ (医       1)祥吏 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-08859 安武医院 〒593-8303 072-277-8851安武　建二 安武　建二 昭58. 7. 1内   循   小  診療所
     堺市西区上野芝向ケ丘町五丁２２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     番８号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-08891 小林小児科医院 〒591-8023 072-252-2149小林　久和 小林　久和 昭58. 6. 1小   診療所
     堺市北区中百舌鳥町６－８６１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-08958 つげ内科医院 〒590-0814 072-241-0119柘植　勇夫 柘植　勇夫 昭59. 1. 1内   診療所
     堺市堺区石津町一丁１５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-09121 公益財団法人　浅香山〒590-0018 072-229-4882公益財団法人　浅香山谷口　典男 昭59. 2. 1精   心内 診療所
     病院附属診療所 堺市堺区今池町三丁３番１６号 常　勤:    1病院　理事長　髙橋　 新規 休止
     (医       1)明 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5201-09212 社会福祉法人美木多園〒590-0136 072-296-1222社会福祉法人美木多園西森　義高 昭59. 5. 1内   診療所
     　特別養護老人ホーム堺市南区美木多上１２７７－１ 常　勤:    1　理事長　西尾　正敏 新規 現存
     美樹の園診療所 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-09386 林耳鼻咽喉科 〒599-8236 072-277-1751林　節子 林　節子 昭59.10. 1耳い 診療所
     堺市中区深井沢町３１４２番地霜常　勤:    1 新規 現存
     野ビル１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-09592 吉川医院 〒593-8312 072-273-3210吉川　隆啓 吉川　隆啓 昭60. 8. 1整外 外   リハ診療所
     堺市西区草部１４１３ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-09618 社会福祉法人堺暁福祉〒591-8013 072-257-2277社会福祉法人　堺暁福川端　幸一 昭60. 8. 1内   外   診療所
     会　あけぼの苑診療所堺市北区野遠町３４４－１ 常　勤:    1祉会　理事長　宮田　 新規 現存
     (医       1)速子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-09733 中野医院 〒590-0111 072-296-5726中野　利夫 中野　利夫 昭61. 5. 1内   消   診療所
     堺市南区三原台三丁３９－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-09741 斎藤医院 〒590-0960 072-232-1169斎藤　振二 斎藤　振二 昭61. 4. 1内   胃   小  診療所
     堺市堺区少林寺町西２－２－２０常　勤:    1 継承 放   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-09758 社会医療法人頌徳会　〒599-8123 0722-35-0090社会医療法人頌徳会　日野　頌三 昭61. 4. 1一般       199病院
     日野病院 堺市東区北野田６２６番地 常　勤:   10理事長　日野　頌三 新規 内   整外 リハ現存
     (医      10) 平28. 4. 1放   脳外 神内
     非常勤:   34 外   消   形外
     (医      34) 内科、糖尿病内
     科、消化器内科
     　外科、消化器
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-09857 岩佐外科 〒599-8114 072-286-2936岩佐　善二 岩佐　善二 昭61.10. 1胃   外   診療所
     堺市東区日置荘西町一丁５３番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-09881 小林内科医院 〒591-8023 072-252-6200小林　寿治 小林　寿治 昭61.11. 1内   消   循  診療所
     堺市北区中百舌鳥町６－８６７ 常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6101-09915 医療法人　泉谷診療所〒590-0011 072-227-6011医療法人　泉谷診療所泉谷　悟 昭62. 1. 1内   循   婦  診療所
     堺市堺区香ケ丘町一丁３番９号 常　勤:    2　理事長　泉谷　悟 組織変更 放   リハ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-09931 井筒眼科医院 〒590-0946 072-232-1061井筒　雄一 井筒　雄一 昭62. 1. 1眼   診療所
     堺市堺区熊野町東一丁１番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-09964 医療法人　坂本整形外〒591-8037 072-258-2236医療法人　坂本整形外坂本　博志 昭62. 4. 1整外 外   リハ診療所
     科診療所 堺市北区百舌鳥赤畑町一丁４１番常　勤:    1科診療所　理事長　坂 組織変更 放   現存
     ３号 (医       1)本　博志 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-09972 医療法人明和会　八木〒590-0117 072-293-6223医療法人明和会　理事八木　和郎 昭62. 4. 1小   診療所
     医院 堺市南区高倉台三丁３番２号 常　勤:    1長　八木　和郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-09998 医療法人山口会　山口〒599-8238 072-279-5525医療法人山口会　理事山口　眞司 昭62. 4. 1内   胃   小  診療所
     医院 堺市中区土師町一丁２７番３号 常　勤:    3長　山口　眞司 組織変更 リハ 放   アレ現存
     (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-15037 高木医院 〒592-8344 072-261-5161高木　雅矩 高木　雅矩 昭62. 7. 1麻   整外 内  診療所
     堺市西区浜寺南町二丁２８１－７常　勤:    2 新規 消   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-15086 中村クリニック 〒590-0921 072-227-6381中村　俊文 中村　俊文 昭62. 9. 1脳外 整外 リハ診療所
     堺市堺区北半町西１番１６号 常　勤:    1 新規 リウ 放   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-15128 医療法人上野会　上野〒593-8305 072-279-1322医療法人　上野会　理上野　順子 昭62. 8. 1内   診療所
     内科医院 堺市西区堀上緑町二丁２番１号 常　勤:    1事長　上野　順子 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-15177 長谷川内科 〒590-0114 072-298-6555長谷川　博司 長谷川　博司 昭62.12. 1内   診療所
     堺市南区槇塚台三丁２番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-15334 医療法人　厚世会　中〒591-8031 072-259-2780医療法人　厚世会　理中野　厚夫 昭63. 7. 1外   整外 胃  診療所
     野外科内科医院 堺市北区百舌鳥梅北町４－１６３常　勤:    2事長　中野　厚夫 組織変更 内   放   リハ現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-15433 中川眼科クリニック 〒590-0028 072-233-6626中川　美和子 中川　美和子 昭63. 9. 1眼   診療所
     堺市堺区三国ケ丘御幸通１０番地常　勤:    1 新規 現存
     三幸ビル４階 (医       1) 平24. 9. 1
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   7201-15466 荒木産婦人科肛門科 〒590-0063 072-223-7959荒木　常男 荒木　常男 昭63.11. 1一般         2診療所
     堺市堺区中安井町三丁４番１０号常　勤:    1 新規 産婦 こう 麻  現存
     堺東八千代ビル２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-15524 医療法人尚瑛会　飯田〒590-0132 072-298-2021医療法人尚瑛会　理事飯田　瑛子 昭64. 1. 1小   診療所
     原山台診療所 堺市南区原山台四丁５番３号 常　勤:    1長　飯田　瑛子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-15532 医療法人尚瑛会　飯田〒590-0048 072-232-1437医療法人尚瑛会　理事飯田　基之 昭64. 1. 1内   小   診療所
     一条通診療所 堺市堺区一条通４番１２号 常　勤:    2長　飯田　瑛子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-15581 武市耳鼻咽喉科 〒590-0968 072-233-7706武市　直範 武市　直範 平元. 2. 1耳い 診療所
     堺市堺区南旅篭町西一丁１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-15714 医療法人　高橋クリニ〒590-0105 072-291-7080医療法人　高橋クリニ高橋　幸也 昭51. 4. 1精   神内 心内診療所
     ック 堺市南区竹城台一丁１番２号市地常　勤:    1ック　理事長　高橋　 組織変更 内   現存
     住宅ビル２階 (医       1)幸也 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-15722 医療法人　岩崎医院 〒591-8008 072-252-0816医療法人　岩崎医院　岩崎　洋 昭45. 4. 1内   外   こう診療所
     堺市北区東浅香山町二丁３３７番常　勤:    2理事長　岩崎　洋 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-15730 医療法人　尾崎内科 〒599-8114 072-286-5231医療法人　尾崎内科　尾崎　誠 昭54. 1. 1内   呼   胃  診療所
     堺市東区日置荘西町六丁１２番２常　勤:    1理事長　尾崎　誠 組織変更 循   放   現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-15748 医療法人　面川外科胃〒593-8307 072-271-1801医療法人　面川外科胃先山　尚美 昭50. 8. 1内   外   胃  診療所
     腸科 堺市西区平岡町２８０番地の２ 常　勤:    1腸科　理事長　先山　 組織変更 皮   リハ 放  現存
     (医       1)尚美 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-15763 医療法人　咲山眼科 〒599-8107 072-252-2225医療法人咲山眼科　理咲山　仁美 昭42. 2. 1眼   診療所
     堺市東区白鷺町一丁２番１１号 常　勤:    1事長　咲山　仁美 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-15771 医療法人　田中内科 〒599-8272 072-278-2352医療法人　田中内科　田中　正三 昭46.12. 1内   胃   小  診療所
     堺市中区深井中町１９８９ 常　勤:    1理事長　田中　正三 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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   8201-15789 医療法人　谷医院 〒591-8008 072-252-2686医療法人　谷医院　理谷　勲 昭49. 3. 1内   小   診療所
     堺市北区東浅香山町三丁２１番３常　勤:    1事長　谷　勲 組織変更 現存
     ８号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-15797 医療法人歓喜会　松崎〒590-0048 072-232-4562医療法人歓喜会　理事松﨑　達 昭42. 1. 1内   胃   放  診療所
     医院 堺市堺区一条通４番８号 常　勤:    1長　松﨑　達 組織変更 リハ 休止
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-15813 医療法人　富山耳鼻咽〒592-8348 072-265-3387医療法人富山耳鼻咽喉富山　要二 昭57. 5. 1耳い 気食 診療所
     喉科 堺市西区浜寺諏訪森町中１－１１常　勤:    1科　理事長　富山　要 移転 現存
     ２番地の３ (医       1)二 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-15821 医療法人　中村診療所〒599-8125 072-235-6676医療法人　中村診療所中村　純友 昭55. 5. 1内   診療所
     堺市東区西野４９２－２ 常　勤:    1　理事長　中村　純友 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-15839 医療法人　西谷内科 〒591-8032 072-258-1341医療法人西谷内科　理西谷　英樹 昭47.11. 1内   胃   診療所
     堺市北区百舌鳥梅町２－４１８ 常　勤:    2事長　西谷　英樹 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-15847 医療法人春陽会　藤田〒590-0007 072-229-0708医療法人春陽会藤田内藤田　春紀 昭40. 6. 1内   消   診療所
     内科 堺市堺区北庄町二丁１番１０号 常　勤:    1科　理事長　藤田　春 組織変更 現存
     (医       1)紀 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-15862 医療法人仁風会　万崎〒599-8112 072-285-5625医療法人　仁風会　理廣田　功 昭59. 1. 1内   精   心内診療所
     内科神経科 堺市東区日置荘原寺町２１６－１常　勤:    1事長　廣田　功 組織変更 リハ 和漢 現存
     (医       1) 平28. 7. 1内科、漢方内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-15896 医療法人　田邉耳鼻咽〒590-0137 072-299-1548医療法人　田邉耳鼻咽田中　久哉 昭58. 7. 1耳い 診療所
     喉科 堺市南区城山台三丁３番１号 常　勤:    3喉科　理事長　田中　 組織変更 現存
     (医       3)久哉 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-15995 星田医院 〒592-8348 072-261-1519酒井　英雄 酒井　英雄 平元. 7.19胃   外   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町中一丁１１常　勤:    1 継承 現存
     ４番地 (医       1) 平28. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-16001 高田眼科 〒592-8342 072-265-0120高田　明子 高田　明子 平元.10. 1眼   診療所
     堺市西区浜寺船尾町西四丁５０８常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平28.10. 1
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   9201-16027 佐道医院 〒590-0927 072-232-2635佐道　理文 佐道　理文 平元. 9. 1内   呼   小  診療所
     堺市堺区桜之町西一丁１番２４号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-16043 谷小児科クリニック 〒599-8265 072-273-6069谷　仁孝 谷　仁孝 平元.12. 1内   小   診療所
     堺市中区八田西町１－４２２－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-16068 堺市泉北急病診療セン〒590-0105 072-292-0099公益財団法人　堺市救太田　俊輔 平元.12. 1内   診療所
     ター 堺市南区竹城台一丁８番１号 常　勤:    1急医療事業団　理事長 新規 現存
     (医       1)　樋上　忍 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-16076 故郷の家診療所 〒590-0142 072-271-0881社会福祉法人　こころ國頭　悟 平元.12. 1内   外   診療所
     堺市南区檜尾３３６０番地の１２常　勤:    1の家族　理事長　田内 新規 現存
     (医       1)　基 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-16084 医療法人　いづみ医院〒590-0825 072-243-0171医療法人いづみ医院　泉　貴文 平 2. 1. 1内   小   診療所
     堺市堺区昭和通四丁６５番地 常　勤:    2理事長　泉　貴文 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-16092 医療法人　内科奥医院〒590-0113 072-293-5777医療法人　内科奥医院奥　英敏 平 2. 1. 1内   診療所
     堺市南区晴美台三丁１番１号 常　勤:    1　理事長　奥　英敏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-16118 医療法人　浜中産婦人〒590-0144 072-298-3535医療法人　浜中産婦人濱中　信明 平 2. 1. 1一般         8診療所
     科 堺市南区赤坂台三丁１０番５号 常　勤:    3科　理事長　濱中　信 組織変更 産   婦   現存
     (医       3)明 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-16126 医療法人　俊仁会　き〒593-8311 072-274-1401医療法人　俊仁会　理吉良　俊彦 平 2. 1. 1内   外   皮  診療所
     ららファミリークリニ堺市西区上４６７ 常　勤:    1事長　吉良　俊彦 組織変更 内科、緩和ケア現存
     ック (医       1) 平29. 1. 1内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-16134 医療法人　松本クリニ〒599-8126 072-235-3335医療法人　松本クリニ松本　健次郎 平 2. 1. 1外   整外 リハ診療所
     ック 堺市東区大美野１０－１６ 常　勤:    1ック　理事長　松本　 組織変更 現存
     (医       1)健次郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10101-16159 尾花医院 〒590-0006 072-232-1196尾花　俊作 尾花　俊作 平 2. 1. 1内   形外 皮  診療所
     堺市堺区錦綾町三丁４番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-16175 よしもと整形外科 〒593-8301 072-241-1188良元　昌富 良元　昌富 平 2. 2. 1整外 外   リハ診療所
     堺市西区上野芝町一丁１１番２９常　勤:    1 新規 放   現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-16191 三重野医院 〒590-0012 072-232-4928三重野　正之 三重野　正之 平 2. 1. 1内   診療所
     堺市堺区浅香山町二丁３番１７号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-16258 水野医院 〒590-0138 072-291-0011水野　新一 水野　新一 平 2. 5. 1小   診療所
     堺市南区鴨谷台一丁４６番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-16266 青笹内科クリニック 〒599-8273 072-279-7470青笹　美恵子 青笹　美恵子 平 2. 6. 1内   診療所
     堺市中区深井清水町３９８５番地常　勤:    1 新規 現存
     ＨＳ深井ビル２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-16290 医療法人　太田医院 〒599-8123 072-236-6333医療法人　太田医院　太田　俊輔 平 2. 7. 1内   胃   診療所
     堺市東区北野田１１４－６ 常　勤:    1理事長　太田　俊輔 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-16316 医療法人　しまだ耳鼻〒590-0111 072-292-2395医療法人　しまだ耳鼻島田　純 平 2. 7. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科医院 堺市南区三原台四丁１番６号 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)島田　純 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-16324 医療法人　山藤外科 〒590-0134 072-299-0003医療法人　山藤外科　山藤　修輔 平 2. 7. 1一般        10診療所
     堺市南区御池台三丁２番１号 常　勤:    1理事長　山藤　修輔 組織変更 整外 外   胃  現存
     (医       1) 平29. 7. 1皮   ひ   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-16340 医療法人　能田胃腸科〒590-0117 072-293-4111医療法人　能田胃腸科能田　貞二 平 2. 7. 1胃   外   診療所
     ・外科 堺市南区高倉台二丁３１番４号 常　勤:    1・外科　理事長　能田 組織変更 現存
     (医       1)　貞二 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-16365 医療法人　ミノヤマ耳〒590-0114 072-291-7558医療法人　ミノヤマ耳箕山　学 平 2. 7. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科 堺市南区槇塚台一丁１１番２号 常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　箕 組織変更 現存
     (医       2)山　学 平29. 7. 1
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  11101-16373 医療法人　森田医院 〒599-8126 072-237-0071医療法人森田医院　理森田　康仁 平 2. 7. 1内   診療所
     堺市東区大美野１５９番地の２２常　勤:    1事長　森田　康仁 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-16381 医療法人　森山耳鼻咽〒593-8324 072-273-8733医療法人森山耳鼻咽喉森山　憲 平 2. 7. 1耳い 診療所
     喉科 堺市西区鳳東町二丁１６２－４エ常　勤:    1科　理事長　森山　憲 組織変更 現存
     スタ鳳１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-16399 医療法人　竹中医院 〒591-8008 072-251-1689医療法人　竹中医院　竹中　俊彦 平 2. 7. 1内   循   診療所
     堺市北区東浅香山町一丁５１番５常　勤:    1理事長　竹中　俊彦 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-16456 賀來医院 〒590-0021 072-221-8207賀來　克彦 賀來　克彦 平 2. 9. 1内   循   診療所
     堺市堺区北三国ケ丘町八丁８番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-16480 石村小児科医院 〒590-0025 072-258-4852石村　和久 石村　和久 平 2.11. 1内   小   診療所
     堺市堺区向陵東町二丁２番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-16498 友田クリニック 〒592-8333 072-244-5599友田　和彦 友田　和彦 平 2.11. 1消   外   診療所
     堺市西区浜寺石津町西三丁６７番常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-16506 医療法人　梅山医院 〒599-8114 072-285-0256医療法人　梅山医院　梅山　恵司 平 3. 1. 1内   小   診療所
     堺市東区日置荘西町一丁４７番２常　勤:    1理事長　梅山　恵司 組織変更 現存
     ３号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-16530 医療法人　たみの医院〒599-8123 072-237-2275医療法人　たみの医院金　梨花（岩本梨花）平 3. 1. 1皮   内   産婦診療所
     堺市東区北野田９８番地 常　勤:    2　理事長　岩本　梨花 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-16571 医療法人　福岡外科医〒590-0114 072-293-8660医療法人　福岡外科医福岡　宏 平 3. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     院 堺市南区槇塚台一丁１１番４号 常　勤:    1院　理事長　福岡　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-16597 森口クリニック 〒590-0027 072-238-3355森口　宏 森口　宏 平 3. 1. 1内   循   リハ診療所
     堺市堺区榎元町六丁５番１２号 常　勤:    3 移転 放   現存
     (医       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    14 頁

  12101-16670 医療法人　小林内科医〒590-0143 072-296-2010医療法人　小林内科医小林　敬司 平 3. 7. 1内   循   診療所
     院 堺市南区新檜尾台４－１５－７ 常　勤:    1院　理事長　小林　敬 組織変更 現存
     (医       1)司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-16688 医療法人　坂下眼科 〒593-8322 072-293-2368医療法人　坂下眼科　坂下　勝 平 3. 7. 1眼   診療所
     堺市西区津久野町１－４－３ 常　勤:    2理事長　坂下　勝 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-16712 医療法人　松山医院 〒591-8022 072-257-0240医療法人　松山医院　松山　文夫 平 3. 7. 1外   整外 皮  診療所
     堺市北区金岡町１５９１－５ 常　勤:    1理事長　松山　文夫 組織変更 内   胃   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-16738 やすらぎの園診療所 〒599-8248 072-270-7000社会福祉法人　稲穂会土手　健作 平 3. 7. 1内   診療所
     堺市中区深井畑山町２５２８番地常　勤:    1　理事長　髙橋　義之 新規 現存
     １ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-16753 村木クリニック 〒599-8274 072-277-6639村木　宏要 村木　宏要 平 3. 8. 1呼   循   外  診療所
     堺市中区宮園町２－１６ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-16761 皮フ科長クリニック 〒591-8023 072-258-3341長　等 長　等 平 3. 8. 1皮   診療所
     堺市北区中百舌鳥町５丁６５２番常　勤:    1 新規 現存
     地の１　和香ビル２階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-16795 医療法人恒進會　泉北〒590-0106 072-299-2020医療法人恒進會　理事岩月　幸一 平 3. 7. 1一般       269病院
     (01-76795 ) 陣内病院 堺市南区豊田４０番地 常　勤:   11長　陣内　進 組織変更 内   心内 外  現存
     (医      10) 平24. 7. 1心外 整外 脳外
     (歯       1) アレ リウ リハ
     非常勤:   55 放   歯   神  
     (医      52) 呼   循   皮ひ
     (歯       3) 小歯 歯外 胃  
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-16811 医療法人藤田好生会　〒599-8236 072-279-1170医療法人藤田好生会　角村　純一 平 3. 8. 1一般        28病院
     堺フジタ病院 堺市中区深井沢町３３４７番地 常　勤:    3理事長　大窪　尚子 新規 療養        59現存
     (医       3) 平24. 8. 1内   外   整外
     非常勤:   14 リウ リハ 
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-16829 坂口クリニック 〒590-0015 072-222-5208坂口　喜清 坂口　喜清 平 3. 9. 1内   胃   外  診療所
     堺市堺区南田出井町２－５－２０常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  13001-16860 長谷川医院 〒591-8041 072-252-7846長谷川　尚 長谷川　尚 平 3.10. 1内   精   神  診療所
     堺市北区東雲東町二丁５番１３号常　勤:    1 移転 神内 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101-16910 松村内科クリニック 〒599-8114 072-286-6828松村　髙勝 松村　髙勝 平 3.12. 1内   消   循  診療所
     堺市東区日置荘西町２丁４番２１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-17009 医療法人　オサダ整形〒592-8348 072-265-5516医療法人オサダ整形外和田　孝彦 平 4. 1. 1整外 リハ 麻  診療所
     外科クリニック 堺市西区浜寺諏訪森町中一丁１１常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 リウ 現存
     ２ (医       2)　和田　孝彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-17017 医療法人　八星内科ク〒590-0808 072-244-6231医療法人八星内科クリ八星　元彦 平 4. 1. 1内   胃   循  診療所
     リニック 堺市堺区旭ケ丘中町一丁３１番地常　勤:    1ニック　理事長　八星 組織変更 リハ 放   現存
     ２ (医       1)　元彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-17033 加藤耳鼻咽喉科医院 〒591-8034 072-277-8605加藤　伸一 加藤　伸一 平 4. 1. 1耳い 診療所
     堺市北区百舌鳥陵南町二丁６２７常　勤:    1 移転 現存
     番地 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-17082 楠本小児科 〒593-8315 072-271-0759楠本　清明 楠本　清明 平 4. 2. 1小   診療所
     堺市西区菱木四丁１０９４－２ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-17124 堺福泉療護園付属診療〒593-8312 072-271-0008社会福祉法人　あすな木野　平資 平 4. 5. 1内   外   リハ診療所
     所 堺市西区草部３４１ 常　勤:    1ろ会　理事長　上野　 新規 麻   現存
     (医       1)充司 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-17132 医療法人禎祥会　原田〒599-8236 072-277-6358医療法人禎祥会　理事原田　範子 平 4. 4. 1眼   診療所
     眼科医院 堺市中区深井沢町３２８１番中村常　勤:    1長　原田　範子 移転 現存
     ビル１階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-17173 近藤医院 〒593-8305 072-278-0843近藤　宏和 近藤　宏和 平 4. 5. 1内   循   診療所
     堺市西区堀上緑町三丁３－３０ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-17215 医療法人嘉祥会　田村〒593-8322 072-273-1381医療法人　嘉祥会　理田村　友彦 平 4. 7. 1一般         3診療所
     外科 堺市西区津久野町一丁８番１２号常　勤:    2事長　田村　友彦 組織変更 整外 外   胃  現存
     (医       1) 平28. 7. 1ひ   皮   放  
     (薬       1) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14001-17223 医療法人誠萌会　にし〒590-0906 072-233-8075医療法人　誠萌会　理西野　忠 平 4. 7. 1内   循   アレ診療所
     の内科診療所 堺市堺区三宝町三丁２０６番医療常　勤:    2事長　西野　忠 組織変更 現存
     法人誠萌会堺ビル (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-17231 医療法人　樋上小児科〒593-8324 072-273-7100医療法人樋上小児科　樋上　忍 平 4. 7. 1小   アレ 診療所
     堺市西区鳳東町二丁１６４－５ 常　勤:    2理事長　樋上　忍 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-17249 椎名医院 〒590-0065 072-232-1395榎本　雅一 榎本　雅一 平 4. 8. 1内   消   診療所
     堺市堺区永代町六丁２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-17256 大村内科 〒591-8008 072-255-8887大村　俊二 大村　俊二 平 4. 9. 1内   循   リハ診療所
     堺市北区東浅香山町１－１１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401-17306 川崎医院 〒590-0021 072-238-5335川崎　隆彦 川崎　隆彦 平 4.11. 1内   循   診療所
     堺市堺区北三国ケ丘町七丁４番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-17371 木寺クリニック 〒593-8312 072-272-1313木寺　克彦 木寺　克彦 平 4.11. 1小   アレ 診療所
     堺市西区草部１３４９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-17397 社会福祉法人　堺福祉〒593-8314 072-297-9598社会福祉法人　堺福祉毛利　晃之 平 4.12. 1内   診療所
     会診療所 堺市西区太平寺３３１－１ 常　勤:    1会　理事長　淡野　勝 新規 現存
     (医       1)也 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-17421 医療法人博真会　横田〒592-8343 072-262-0119医療法人　博真会　横横田　博雅 平 4.12. 1循   内   外  診療所
     クリニック 堺市西区浜寺元町１丁１１番地 常　勤:    1田クリニック　理事長 移転 リハ 現存
     (医       1)　横田　博雅 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-17439 医療法人秀峰会　岡原〒599-8112 072-286-6110医療法人　秀峰会　理岡原　猛 平 5. 1. 1内   小   皮  診療所
     診療所 堺市東区日置荘原寺町４３番地の常　勤:    1事長　岡原　猛 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-17462 医療法人　岳友会整形〒599-8241 072-235-7791医療法人　岳友会整形岩瀬　久雄 平 5. 1. 1整外 診療所
     外科 堺市中区福田４８４－６２ 常　勤:    1外科　理事長　岩瀨　 組織変更 現存
     (医       1)大岳 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-17470 医療法人　まほろば会〒599-8126 072-237-0107医療法人　まほろば会北田　仁彦 平 5. 1. 1内   小   心内診療所
     北田診療所 堺市東区大美野９４－２ 常　勤:    1　北田診療所　理事長 組織変更 アレ 現存
     (医       1)　北田　仁彦 平29. 1. 1
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  15101-17496 医療法人　北野医院 〒591-8032 072-258-6720医療法人　北野医院　北野　年弘 平 5. 1. 1外   胃   こう診療所
     堺市北区百舌鳥梅町一丁９番１３常　勤:    1理事長　北野　年弘 組織変更 整外 リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-17512 医療法人　沈沢医院 〒590-0974 072-223-5133医療法人沈沢医院　理沈沢　政男 昭 5. 1. 1一般         5診療所
     堺市堺区大浜北町二丁１番３０号常　勤:    1事長　沈沢　政男 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平29. 1. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-17538 医療法人　吉田医院 〒591-8031 072-252-2750医療法人　吉田医院　吉田　周逸 平 5. 1. 1内   小   精  診療所
     堺市北区百舌鳥梅北町５－４０３常　勤:    1理事長　吉田　周逸 組織変更 心内 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-17553 医療法人瞳心会　若山〒590-0807 072-244-1553医療法人　瞳心会若山上田　資生 平 5. 1. 1眼   診療所
     眼科 堺市堺区旭ケ丘南町三丁１番６号常　勤:    1眼科　理事長　上田　 移転 現存
     (医       1)資生 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501-17579 土井クリニック 〒590-0111 072-296-6578土井　幸雄 土井　幸雄 平 5. 3. 1内   診療所
     堺市南区三原台四丁１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601-17629 小田医院 〒592-8334 072-261-1976小田　真 小田　真 平 5. 1. 6内   診療所
     堺市西区浜寺石津町中五丁５番１常　勤:    2 継承 現存
     ４号 (医       2) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-17652 久保整形外科クリニッ〒591-8044 072-258-3565久保　雅敬 久保　雅敬 平 5. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 堺市北区中長尾町二丁１番２１号常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-17678 みずもと皮ふ科 〒591-8004 072-250-5046水本　洋 水本　洋 平 5. 5. 1皮   診療所
     堺市北区蔵前町３丁２番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901-17694 山畑医院 〒592-8345 072-261-0991山畑　清 山畑　清 平 5. 3. 3精   神   心内診療所
     堺市西区浜寺昭和町３－３５２ 常　勤:    1 継承 内   皮   現存
     (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-17710 にしがき小児クリニッ〒599-8107 072-250-5512西垣　正憲 西垣　正憲 平 5. 6. 1小   診療所
     ク 堺市東区白鷺町一丁２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16101-17751 医療法人　医真会　あ〒590-0134 072-297-7771医療法人　医真会　あ赤澤　英樹 平 5. 7. 1小   アレ 診療所
     かざわ小児科 堺市南区御池台三丁２番４号 常　勤:    1かざわ小児科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　赤澤　英樹 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201-17769 医療法人　玉井クリニ〒590-0963 072-222-5363医療法人　玉井クリニ玉井　良尚 平 5. 7. 1内   アレ 診療所
     ック 堺市堺区少林寺町東二丁２番４号常　勤:    2ック　理事長　玉井　 組織変更 現存
     (医       2)良尚 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301-17777 医療法人中村会　中村〒599-8275 072-270-7777医療法人　中村会　理中村　哲彦 平 5. 7. 1外   胃   整外診療所
     診療所 堺市中区東八田２４番５号 常　勤:    1事長　中村　哲彦 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-17793 医療法人　米田クリニ〒590-0012 072-232-2566医療法人　米田クリニ米田　紘造 平 5. 7. 1内   外   皮  診療所
     ック 堺市堺区浅香山町二丁４番３３号常　勤:    1ック　理事長　米田　 組織変更 ひ   麻   こう現存
     (医       1)紘造 平29. 7. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-17801 かげやま医院 〒590-0974 072-233-3285蔭山　充 蔭山　充 平 5. 8. 1内   リハ 診療所
     堺市堺区大浜北町二丁３番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-17835 小川クリニック 〒590-0157 072-271-0071小川　光一 小川　光一 平 5. 8. 1内   胃   アレ診療所
     堺市南区高尾二丁４４８番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701-17876 ベルクリニック 〒590-0985 072-224-1717社会医療法人生長会　小林　亮 平 5.11. 1内   放   診療所
     堺市堺区戎島町４丁４５の１ 常　勤:    2理事長　田中　肇 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-17926 医療法人　竹山産婦人〒590-0113 072-292-3500医療法人　竹山産婦人竹山　淳 平 6. 1. 1一般         9診療所
     科 堺市南区晴美台三丁１番４号 常　勤:    1科　理事長　竹山　淳 継承 産婦 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901-17934 医療法人　松屋診療所〒590-0903 072-232-5646医療法人　松屋診療所中西　節夫 平 6. 1. 1内   小   放  診療所
     堺市堺区松屋町２－３７ 常　勤:    1　理事長　中西　節夫 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17001-17983 医療法人　松並診療所〒590-0925 072-227-2888医療法人　松並診療所松並　光昭 平 6. 2. 1内   整外 リハ診療所
     堺市堺区綾之町東１－３－３２ 常　勤:    1　理事長　松並　光昭 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101-17991 唄医院 〒592-8349 072-265-4703唄　安夫 唄　安夫 平 6. 4. 1内   消   放  診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町東１－５９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201-18015 堺市立つぼみ診療所 〒590-0137 072-294-7942堺市長　竹山　修身 梶川　邦子 平 6. 4. 1小   整外 リハ診療所
     堺市南区城山台５丁１番４号堺市常　勤:    1 新規 現存
     立南こどもリハビリテーションセ(医       1) 平30. 4. 1
     ンター内 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301-18049 社会福祉法人そうび会〒599-8113 072-286-2828社会福祉法人そうび会辻村　俊 平 6. 5. 1内   リハ 精  診療所
     　つるぎ荘診療所 堺市東区日置荘田中町１４３番１常　勤:    1　理事長　奥田　康司 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401-18056 蓑田医院 〒590-0959 072-232-4967蓑田　正豪 蓑田　正豪 平 6. 5. 1内   アレ リウ診療所
     堺市堺区大町西１－２－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501-18064 堀井医院 〒590-0924 072-233-2659堀井　嗣夫 堀井　嗣夫 平 6. 4. 1内   小   診療所
     堺市堺区桜之町東１－３－３０ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601-18106 といかわクリニック 〒599-8253 072-235-0812樋川　秀樹 樋川　秀樹 平 6. 7. 1内   循   消  診療所
     堺市中区深阪３丁４番５８号 常　勤:    1 新規 アレ リハ 放  現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701-18130 髙安内科・循環器科ク〒590-0957 072-229-5517髙安　健 髙安　健 平 6. 7. 1内   循   診療所
     リニック 堺市堺区中之町西一丁１番１０号常　勤:    1 新規 現存
     堀ビル１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801-18148 医療法人　桃山台山本〒590-0141 072-299-3165医療法人桃山台山本内山本　圭 平 6. 7. 1内   診療所
     内科 堺市南区桃山台４－２－６ 常　勤:    2科　理事長　山本　清 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17901-18163 朗友診療所 〒593-8312 072-271-7611社会福祉法人おおとり錦野　真理子 平 6. 8. 1内   診療所
     堺市西区草部７４３番地 常　勤:    1福祉会　理事長　山本 新規 現存
     (医       1)　鉄也 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001-18171 山本産婦人科 〒590-0138 072-299-7767山本　充 山本　充 平 6. 8. 1一般         2診療所
     堺市南区鴨谷台３－６－２ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101-18189 まつたにクリニック 〒593-8326 072-266-1122松谷　光明 松谷　光明 平 6. 8. 1内   診療所
     堺市西区鳳西町２－１７－５　ベ常　勤:    1 新規 現存
     ル・メゾン鳳１Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201-18205 すわ医院 〒599-8241 072-239-6033諏訪　雅男 諏訪　雅男 平 6. 8. 1内   消   診療所
     堺市中区福田９０２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301-18213 さつき会診療所 〒590-0134 072-294-8686社会福祉法人さつき会南出　英之 平 6. 9. 1内   リハ 整外診療所
     堺市南区御池台五丁２番６号 常　勤:    2　理事長　阪井　昌浩 新規 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401-18221 杉野眼科 〒590-0117 072-292-8030杉野　公彦 杉野　公彦 平 6. 9. 1眼   診療所
     堺市南区高倉台一丁１４番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501-18254 中産婦人科 〒591-8043 072-252-0634中　敬三 中　敬三 平 6.10. 1産   婦   診療所
     堺市北区北長尾町二丁４番１５号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601-18262 にしのクリニック 〒599-8233 072-239-6233西野　幹夫 西野　幹夫 平 6.12. 1外   こう 消  診療所
     堺市中区大野芝町５９３大野芝１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     番館１階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701-18304 医療法人淳真会　上田〒590-0134 072-296-7147医療法人淳真会　理事上田　淳子 平 7. 1. 1眼   診療所
     眼科 堺市南区御池台三丁２番５号 常　勤:    1長　上田　淳子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801-18320 医療法人　藤森クリニ〒599-8114 072-286-5088医療法人藤森クリニッ藤森　次勝 平 7. 1. 1内   胃   循  診療所
     ック 堺市東区日置荘西町六丁７番１号常　勤:    1ク　理事長　藤森　次 組織変更 リハ 現存
     (医       1)勝 平28. 1. 1
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  18901-18346 医療法人米壽会　米本〒590-0011 072-224-2282医療法人米壽会　理事米本　壽史 平 7. 1. 1眼   診療所
     眼科 堺市堺区香ケ丘町一丁３番５号 常　勤:    1長　米本　壽史 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001-18353 医療法人　頼整形外科〒591-8004 072-250-3211医療法人頼整形外科ク頼　功 平 7. 1. 1整外 リハ 診療所
     クリニック 堺市北区蔵前町三丁２番８号サン常　勤:    2リニック　理事長　頼 組織変更 現存
     ロード蔵前ビル１階 (医       2)　功 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101-18387 医療法人成山医院　毛〒590-0111 072-290-0497医療法人成山医院　理毛利　晃之 平 7. 3. 1内   小   診療所
     利クリニック 堺市南区三原台三丁１番１１号 常　勤:    1事長　成山　和功 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201-18395 社会福祉法人よしみ会〒590-0115 072-296-3535社会福祉法人よしみ会落合　英一 平 7. 4. 1内   外   診療所
     　百寿荘診療所 堺市南区茶山台三丁２３番２号 常　勤:    1　理事長　中辻　祥代 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301-18403 医療法人いずみ会　阪〒590-0974 072-233-6745医療法人いずみ会　理大木　毅 平 7. 3.20一般       140病院
     堺病院 堺市堺区大浜北町一丁８番８号 常　勤:   14事長　北庄司　浩三 移転 整外 外   リハ現存
     (医      14) 平28. 3.20内   形外 脳外
     非常勤:   25 麻   放   
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401-18411 いしだクリニック 〒590-0957 072-222-2269石田　佳代子 石田　佳代子 平 7. 5. 1内   消   リハ診療所
     堺市堺区中之町西三丁１番１５号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501-18437 太田神経内科クリニッ〒591-8023 072-270-2661太田　基治 太田　基治 平 7. 6. 1神内 精   診療所
     ク 堺市北区中百舌鳥町四丁４６３番常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601-18510 医療法人医聖会　近藤〒590-0075 072-227-1785医療法人医聖会　理事近藤　徳雄 平 7. 7. 1眼   診療所
     眼科 堺市堺区南花田口町二丁１番１８常　勤:    3長　近藤　徳雄 組織変更 現存
     号新堺東ビル１階 (医       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701-18536 平子クリニック 〒590-0138 072-296-2666平子　雅也 平子　雅也 平 7. 8. 1精   神   診療所
     堺市南区鴨谷台二丁１番３号光明常　勤:    1 新規 現存
     池アクト３階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19801-18569 森下クリニック 〒593-8324 072-272-7708森下　俊男 森下　俊男 平 7. 9. 1内   循   麻  診療所
     堺市西区鳳東町三丁２９２番３号常　勤:    1 新規 現存
     ビアンコート１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901-18593 本内科クリニック 〒593-8326 072-262-5073 本　惠一良 本　惠一良 平 7.10. 1内   消   放  診療所
     堺市西区鳳西町一丁９２番２号マ常　勤:    1 新規 現存
     ンション池尻１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001-18650 川田眼科 〒593-8301 072-279-0080川田　勝康 川田　勝康 平 8. 1. 1眼   診療所
     堺市西区上野芝町三丁３番９号Ｙ常　勤:    1 新規 現存
     ．Ｋビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101-18676 かしわぎ眼科 〒591-8023 072-253-8510柏木　豊彦 柏木　豊彦 平 7.12. 1眼   診療所
     堺市北区中百舌鳥町五丁８番地マ常　勤:    1 移転 現存
     ンション「ヒロ」１階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201-18684 医療法人　紺屋泌尿器〒591-8004 072-252-1511医療法人紺屋泌尿器科紺屋　英児 平 8. 1. 1ひ   診療所
     科 堺市北区蔵前町２丁１番１３号サ常　勤:    2　理事長　紺屋　英児 組織変更 現存
     イリヨービル２階 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301-18692 医療法人　津田胃腸科〒599-8242 072-236-8200医療法人津田胃腸科医津田　義則 平 8. 1. 1胃   内   放  診療所
     医院 堺市中区陶器北１７００番地の１常　勤:    1院　理事長　津田　義 組織変更 現存
     (医       1)則 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401-18700 医療法人　宮前医院 〒590-0925 072-232-3387医療法人宮前医院　理宮前　雅明 平 8. 1. 1耳い リハ 麻  診療所
     堺市堺区綾之町東一丁１番３２号常　勤:    2事長　宮前　雅明 組織変更 内   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501-18718 医療法人　山口クリニ〒590-0117 072-296-5113医療法人山口クリニッ山口　勝治 平 8. 1. 1内   胃   循  診療所
     ック 堺市南区高倉台二丁８番５号 常　勤:    2ク　理事長　山口　勝 組織変更 リハ 現存
     (医       2)治 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601-18726 井上内科クリニック 〒599-8253 072-236-8823井上　英二 井上　英二 平 8. 2. 1内   循   診療所
     堺市中区深阪２丁１１番１号吉田常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701-18783 社会医療法人ペガサス〒592-8555 072-265-5558社会医療法人ペガサス馬場　武彦 平 8. 1. 1一般       300地域支援
     　馬場記念病院 堺市西区浜寺船尾町東四丁２４４常　勤:   59　理事長　馬場　武彦 組織変更 脳外 内   外  病院
     番地 (医      59) 平29. 1. 1整外 麻   循  現存
     非常勤:  128 呼   神内 形外
     (医     128) ひ   眼   放  
     リハ 消   皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20801-18817 岡室クリニック 〒590-0025 072-257-6518岡室　周英 岡室　周英 平 8. 2. 1内   循   小  診療所
     堺市堺区向陵東町二丁９番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901-18825 医療法人紀陽会　田仲〒599-8123 072-235-1055医療法人紀陽会　理事高間　俊郎 平 8. 2. 1一般       100病院
     北野田病院 堺市東区北野田７０７番地 常　勤:   12長　田仲　紀子 組織変更 内   外   整外現存
     (医      12) 平29. 2. 1胃   皮ひ 循  
     非常勤:   60 リハ アレ 放  
     (医      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001-18833 社会福祉法人堺福祉会〒590-0982 072-222-8080社会福祉法人堺福祉会中西　節夫 平 8. 4. 1内   精   診療所
     　ハートピア堺診療所堺市堺区海山町三丁１５０番１号常　勤:    1　理事長　淡野　勝也 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101-18841 社会福祉法人　東光学〒599-8234 072-237-1979社会福祉法人東光学園渡邉　純 平 8. 4. 1内   小   精  診療所
     園附属診療所 堺市中区土塔町２０２８番地 常　勤:    1　理事長　渡邉　純 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201-18858 田中医院 〒599-8237 072-276-2323田中　由宇志 田中　由宇志 平 8. 4. 1内   放   診療所
     堺市中区深井水池町３０１３番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301-18932 松永医院 〒591-8041 072-254-5201松永　宏 松永　宏 平 8. 6. 1内   循   診療所
     堺市北区東雲東町一丁１０番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401-18973 医療法人　広瀬眼科 〒590-0138 072-296-1005医療法人　広瀬眼科　 瀬　安代 平 8. 5. 1眼   診療所
     堺市南区鴨谷台二丁５番１号 常　勤:    1理事長　 瀬　安代 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501-18981 医療法人信心会　岡野〒590-0134 072-298-6590医療法人信心会　岡野岡野　成美 平 8. 7. 1内   診療所
     内科 堺市南区御池台三丁２番２号 常　勤:    1内科　理事長　岡野　 組織変更 現存
     (医       1)成美 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601-18999 医療法人　高田外科 〒592-8342 072-266-0222医療法人　高田外科　髙田　晃宏 平 8. 7. 1外   内   消  診療所
     堺市浜寺船尾町西四丁４９６番地常　勤:    2理事長　髙田　晃宏 組織変更 リハ 麻   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701-19005 医療法人薫風会　西川〒599-8122 072-239-1141医療法人　薫風会　理西川　正治 平 8. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 堺市東区丈六１６０番地の１ 常　勤:    1事長　西川　正治 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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  21801-19013 医療法人　星クリニッ〒590-0836 072-243-2223医療法人　星クリニッ星　脩 平 8. 7. 1胃   こう 内  診療所
     ク 堺市堺区楠町一丁１番１号 常　勤:    1ク　理事長　星　脩 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901-19062 根岸医院 〒590-0114 072-291-3065根岸　謙太郎 根岸　謙太郎 平 8.10. 1内   診療所
     堺市南区槇塚台一丁１１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001-19070 藤本クリニック 〒590-0021 072-261-4077藤本　雄二 藤本　雄二 平 8.10. 1心内 神   精  診療所
     堺市堺区北三国ケ丘町八丁８番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号ディ・カビーネ４階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101-19138 医療法人光俊会　田中〒590-0138 072-297-8288医療法人　光俊会　理田中　律子 平 8.10. 1皮   診療所
     皮膚科 堺市南区鴨谷台二丁５番１号 常　勤:    1事長　田中　俊司 移転 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201-19179 長山整形・内科 〒590-0985 072-223-7675長山　正 長山　正 平 8.11. 1内   整外 外  診療所
     堺市堺区戎島町三丁４番 常　勤:    2 移転 リウ リハ 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301-19187 医療法人　森﨑耳鼻咽〒590-0971 072-232-8733医療法人　森﨑耳鼻咽森﨑　昇 平 8.11. 1耳い 診療所
     喉科 堺市堺区栄橋町二丁２番２３号ベ常　勤:    1喉科　理事長　森﨑　 移転 現存
     ルメゾン堺１０１号 (医       1)昇 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401-19252 医療法人　澤田整形外〒590-0105 072-297-2277医療法人　澤田整形外澤田　出 平 9. 1. 1整外 外   リハ診療所
     科医院 堺市南区竹城台三丁３番５号 常　勤:    1科医院　理事長　澤田 組織変更 リウ 現存
     (医       1)　出 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501-19286 医療法人　平戸医院 〒590-0113 072-292-3451医療法人　平戸医院　平戸　宏 平 9. 1. 1内   消   診療所
     堺市南区晴美台二丁３０番９号 常　勤:    1理事長　平戸　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601-19294 飯田耳鼻咽喉科 〒599-8127 072-239-7722飯田　覚 飯田　覚 平 9. 2. 1耳い 診療所
     堺市東区草尾３２１番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701-19310 豊田眼科 〒591-8004 072-255-5152豊田　公子 豊田　公子 平 9. 1. 1眼   診療所
     堺市北区蔵前町１丁１８番１６号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22801-19328 八木外科 〒591-8041 072-251-5251八木　宏之 八木　宏之 平 9. 1. 1外   整外 リハ診療所
     堺市北区東雲東町一丁５番２５号常　勤:    3 継承 皮   放   麻  現存
     (医       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901-19351 おしうみ内科 〒593-8312 072-273-6610押海　秀憲 押海　秀憲 平 9. 3. 1内   消   呼  診療所
     堺市西区草部７番地５ティンバー常　勤:    1 新規 循   放   現存
     マンション久保田１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001-19393 石橋レディスクリニッ〒599-8236 072-279-1152石橋　尚武 石橋　尚武 平 9. 5. 1婦   診療所
     ク 堺市中区深井沢町３３０１番地第常　勤:    1 新規 現存
     ２安田ビル２０１号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101-19401 医療法人光俊会　田中〒590-0133 072-293-7500医療法人光俊会　理事田中　俊司 平 9. 5. 1外   リハ 診療所
     外科クリニック 堺市南区庭代台一丁３５番１号 常　勤:    1長　田中　俊司 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201-19427 泉森眼科医院 〒593-8304 072-274-5885泉森　忍 泉森　忍 平 9. 6. 1眼   診療所
     堺市西区家原寺町１－７－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301-19450 田辺医院 〒590-0964 072-232-0780田 　良己 田 　良己 平 9. 7. 1内   消   アレ診療所
     堺市堺区新在家町東一丁２番７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401-19468 槇塚荘診療所 〒590-0123 072-291-0912社会福祉法人　上神谷喜多　紀人 平 9. 7. 1内   外   診療所
     堺市南区逆瀬川１０３８番地の２常　勤:    1福祉会　理事長　上野 新規 現存
     (医       1)　健治 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501-19476 医療法人和昇会　阪本〒599-8126 072-235-0018医療法人和昇会　理事阪本　博史 平 9. 7. 1整外 婦   リハ診療所
     クリニック 堺市東区大美野２２番地４ 常　勤:    1長　阪本　博史 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601-19500 中川整形外科クリニッ〒591-8023 072-254-6767中川　伊佐夫 中川　伊佐夫 平 9. 9. 1整外 リハ 診療所
     ク 堺市北区中百舌鳥町五丁１０番地常　勤:    1 新規 現存
     コーポベル１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701-19542 淵レディースクリニッ〒590-0021 072-233-8728淵　勲 淵　勲 平 9.10. 1一般         3診療所
     ク 堺市堺区北三国ケ丘町八丁８番１常　勤:    1 新規 産婦 現存
     ５号ディカビーネ２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23801-19609 尾崎クリニック 〒599-8126 072-234-3001尾崎　晋一 尾崎　晋一 平 9.11. 1内   消   診療所
     堺市東区大美野１５０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901-19625 佐藤小児科 〒599-8261 072-281-0215佐藤　美津子 佐藤　美津子 平 9.11. 1小   診療所
     堺市中区堀上町１２３番地サン・常　勤:    1 新規 現存
     ヴィレッジ１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001-19633 さえきクリニック 〒591-8021 072-252-8882佐伯　清幸 佐伯　清幸 平 9.11. 1内   リハ 診療所
     堺市北区新金岡町五丁３番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101-19641 いなたにクリニック 〒591-8025 072-257-7268稲谷　貴義 稲谷　貴義 平 9.12. 1心内 神   精  診療所
     堺市北区長曾根町３０６９番地９常　勤:    1 新規 現存
     カルム新金岡２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201-19666 医療法人　大西内科ク〒591-8031 072-250-7255医療法人大西内科クリ大西　修作 平10. 1. 1内   循   診療所
     リニック 堺市北区百舌鳥梅北町一丁１０番常　勤:    1ニック　理事長　大西 組織変更 現存
     地ライブコート三国ヶ丘１階 (医       1)　修作 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301-19682 中村医院 〒599-8272 072-278-0787中村　登 中村　登 平10. 2. 1外   胃   こう診療所
     堺市中区深井中町２９５５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401-19708 福井耳鼻咽喉科 〒591-8043 072-258-8736福井　理雄 福井　理雄 平10. 2. 1耳い 診療所
     堺市北区北長尾町一丁６番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501-19716 医療法人　入口眼科 〒593-8324 072-271-3775医療法人入口眼科　理入口　辰雄 平10. 1. 1眼   診療所
     堺市西区鳳東町二丁１８６番地の常　勤:    1事長　入口　辰雄 移転 現存
     ３ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601-19724 橋本医院 〒590-0925 072-232-3090橋本　淳 橋本　淳 平10. 1. 1内   婦   小  診療所
     堺市堺区綾之町東一丁２番３５号常　勤:    2 継承 皮   現存
     グランツハイム１階 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701-19765 落合医院 〒599-8273 072-270-1780落合　英一 落合　英一 平10. 3. 1外   胃   こう診療所
     堺市中区深井清水町３４４８番地常　勤:    1 新規 麻   現存
     の２ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24801-19807 ハピネス金岡診療所 〒591-8022 072-251-0222社会福祉法人大阪福祉 田　環 平10. 4. 1内   外   眼  診療所
     堺市北区金岡町２７２５番地 常　勤:    1会　理事長　盛尾　季 新規 整外 精   現存
     (医       1)史 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901-19823 ハーモニー診療所 〒599-8124 072-239-0011社会福祉法人野田福祉中　路子 平10. 5. 1内   整外 精  診療所
     堺市東区南野田３３番地 常　勤:    1会　理事長　宮下　正 新規 現存
     (医       1)明 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001-19872 村田医院 〒599-8242 072-237-0256村田　省吾 村田　省吾 平10. 6. 1内   外   消  診療所
     堺市中区陶器北６５５－１ 常　勤:    2 継承 内科、消化器内現存
     (医       2) 平28. 6. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101-19914 医療法人祐希会　嶋田〒590-0141 072-290-0777医療法人　祐希会　理嶋田　一郎 平10. 7. 1内   神内 心内診療所
     クリニック 堺市南区桃山台二丁３番４号ツイ常　勤:    2事長　嶋田　一郎 組織変更 精   現存
     ンビル桃山２階２号室 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201-19922 医療法人　土橋内科医〒590-0105 072-297-2266医療法人　土橋内科医土橋　康男 平10. 7. 1内   診療所
     院 堺市南区竹城台三丁３番４号 常　勤:    1院　理事長　土橋　康 組織変更 現存
     (医       1)男 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301-19971 医療法人方佑会　植木〒591-8024 072-257-0100医療法人　方佑会　理植木　孝浩 平10. 8. 1一般        98病院
     病院 堺市北区黒土町３００２番地５ 常　勤:   10事長　植木　孝浩 組織変更 療養        32現存
     (医      10) 平28. 8. 1外   内   呼  
     非常勤:   59 消   循   整外
     (医      59) こう リハ 放  
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401-20011 堺京町・ヒロ・クリニ〒590-0054 072-222-2410医療法人　喜進会　理陣内　浩喜 平10. 9. 1内   消   外  診療所
     ック 堺市堺区京町通２番７号 常　勤:    1事長　陣内　浩喜 移転 リハ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501-20060 医療法人菱仁会　かめ〒590-0024 072-254-5123医療法人　菱仁会　理亀田　英明 平11. 1. 1精   神   内  診療所
     だクリニック 堺市堺区向陵中町四丁７番３０号常　勤:    1事長　亀田　英明 組織変更 現存
     ＮＤビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601-20078 井関クリニック 〒593-8327 072-267-1167井関　達男 井関　達男 平11. 3. 1内   診療所
     堺市西区鳳中町四丁９４メゾン鳳常　勤:    1 新規 現存
     ２１　１階 (医       1) 平29. 3. 1
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  25701-20144 近江内科 〒592-8348 072-266-8100近江　まち子 近江　まち子 平11. 5. 1内   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町中三丁２４常　勤:    1 新規 現存
     ４番地の１０ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801-20151 南波クリニック 〒599-8236 072-276-1101南波　正敦 南波　正敦 平11. 5. 1消   外   麻  診療所
     堺市中区深井沢町３２８７辻尾ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901-20169 愛らいふ診療所 〒590-0822 072-245-3711社会福祉法人　堺中央山田　全寛 平11. 5. 1内   診療所
     堺市堺区協和町三丁１２８番１１常　勤:    1共生会　理事長　清家 新規 現存
     (医       1)　昌弘 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001-20185 医療法人　小瀬整形外〒590-0014 072-227-6051医療法人　小瀬整形外小瀬　弘一 平11. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     科 堺市堺区田出井町１番１－１００常　勤:    2科　理事長　小瀬　弘 移転 現存
     号 (医       2)一 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101-20359 医療法人　石原医院 〒590-0833 072-245-7064医療法人　石原医院　石原　紘 平11. 7. 1整外 外   内  診療所
     堺市堺区出島海岸通一丁１０番６常　勤:    1理事長　石原　紘 組織変更 皮   現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201-20367 医療法人爽風会　ナカ〒599-8123 072-234-0879医療法人　爽風会　理仲野　實 平11. 7. 1精   神   心内診療所
     ノ・花クリニック 堺市東区北野田４８番地１北野田常　勤:    3事長　仲野　實 組織変更 現存
     第１ビル３階３０１ (医       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301-20375 医療法人平治会　大田〒591-8025 072-259-5300医療法人　平治会　理大田　浩平 平11. 7. 1一般        11診療所
     クリニック 堺市北区長曾根町３０２４番地３常　勤:    3事長　大田　治幸 組織変更 療養         8現存
     ４ (医       3) 平29. 7. 1外   内   こう
     リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401-20482 高橋内科 〒590-0145 072-296-8045髙橋　照孝 髙橋　照孝 平11.10. 1内   診療所
     堺市南区大森１９８番地の１中井常　勤:    1 新規 現存
     テナントビル１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501-20508 医療法人　高村医院 〒591-8041 072-251-2020医療法人　高村医院　髙村　知諭 平11.10. 1内   ひ   診療所
     堺市北区東雲東町二丁１番１５号常　勤:    2理事長　髙村　知諭 移転 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601-20516 有澤医院 〒591-8032 072-252-0549有澤　正義 有澤　正義 平11.12. 1内   小   ひ  診療所
     堺市北区百舌鳥梅町一丁３６７－常　勤:    1 新規 産婦 現存
     １ (医       1) 平29.12. 1
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  26701-20532 医療法人良秀会　泉北〒590-0126 072-295-8888医療法人　良秀会　理木下　里衣 平11.11. 1療養        40病院
     藤井病院 堺市南区泉田中３１００番地の１常　勤:    3事長　藤井　良幸 移転 内   消   循  現存
     ９ (医       3) 平29.11. 1整外 ひ   放  
     非常勤:   20 リハ 
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801-20565 医療法人　磯野耳鼻咽〒590-0022 072-232-0926医療法人　磯野耳鼻咽磯野　道夫 平12. 1. 1一般         4診療所
     喉科診療所 堺市堺区中三国ケ丘町一丁１番２常　勤:    1喉科診療所　理事長　 組織変更 耳い 現存
     号 (医       1)磯野　道夫 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901-20581 医療法人交友会　原田〒593-8327 072-266-0157医療法人　交友会　理原田　昌彦 平12. 1. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 堺市西区鳳中町三丁６２番地３０常　勤:    1事長　原田　昌彦 組織変更 現存
     オオトリツインビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001-20615 かーさ・びあんか診療〒590-0018 072-229-6266社会福祉法人　浅香山髙橋　明 平12. 3. 1内   精   神  診療所
     所 堺市堺区今池町四丁４番８号 常　勤:    1記念会　理事長　髙橋 新規 現存
     (医       1)　明 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101-20631 貴田医院 〒590-0022 072-232-4003小林　 小林　 平12. 1. 1内   小   診療所
     堺市堺区中三国ケ丘町四丁５番４常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201-20649 高田クリニック 〒590-0801 072-280-1121高田　英直 高田　英直 平12. 3. 1内   診療所
     堺市堺区大仙中町７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301-20698 医療法人　大泉会　い〒591-8036 072-257-6226医療法人　大泉会　理栗原　敦洋 平12. 2. 1内   外   胃  診療所
     ずみクリニック 堺市北区百舌鳥本町二丁４０１番常　勤:    1事長　佐々木　甫 組織変更 循   整外 リハ現存
     地 (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401-20714 特別養護老人ホーム　〒590-0054 072-232-0007社会福祉法人　宏和会井関　達男 平12. 4. 1内   ひ   診療所
     グレース堺診療所 堺市堺区京町通１番２１ 常　勤:    1　理事長　角谷　勝男 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27501-20763 岡クリニック 〒591-8023 072-252-2010岡　知子 岡　知子 平12. 3. 1婦   外   胃  診療所
     堺市北区中百舌鳥町五丁７９７番常　勤:    1 継承 リハ 現存
     地 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601-20797 おおみの診療所 〒599-8125 072-230-0700社会福祉法人　いずみ大原　正典 平12. 5. 1内   精   診療所
     堺市東区西野４２番地 常　勤:    1会　理事長　佐々木　 新規 現存
     (医       1)甫 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701-20805 おおとりよしだクリニ〒593-8324 072-260-1450 田　充孝 田　充孝 平12. 5. 1心内 神   精  診療所
     ック 堺市西区鳳東町一丁３８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801-20813 津田クリニック 〒591-8044 072-257-2033津田　典之 津田　典之 平12. 5. 1胃   外   こう診療所
     堺市北区中長尾町四丁５番３号　常　勤:    1 新規 リハ 現存
     クラウンセゾン堺１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901-20821 医療法人　守田会　オ〒590-0133 072-296-8711医療法人　守田会　理黒飛　俊二 平12. 6. 1小   診療所
     りオノクリニック 堺市南区庭代台二丁８番３号 常　勤:    1事長　守田　直規 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001-20847 医療法人　岩本診療所〒591-8031 072-259-1000医療法人　岩本診療所岩本　直美 平12. 5. 1内   小   神内診療所
     堺市北区百舌鳥梅北町三丁１２５常　勤:    2　理事長　岩本　直美 移転 皮   リウ 現存
     番地の２９２ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101-20854 ヒキタ鳳健診クリニッ〒593-8324 072-260-5555疋田　米造 疋田　米造 平12. 7. 1循   呼   放  診療所
     ク 堺市西区鳳東町四丁４０１－１ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201-20870 花田医院 〒591-8008 072-252-3279松浦　欽司 松浦　欽司 平12. 5.28内   小   胃  診療所
     堺市北区東浅香山町三丁１３ 常　勤:    2 継承 こう 現存
     (医       2) 平30. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301-20896 医療法人　西山会　西〒591-8023 072-259-7511医療法人　西山会　理西山　雅雄 平12. 7. 1内   呼   胃  診療所
     山医院 堺市北区中百舌鳥町六丁９９８番常　勤:    1事長　西山　雅雄 組織変更 循   小   現存
     地の３中百舌鳥公園団地６号棟　(医       1) 平24. 7. 1
     １０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28401-20912 医療法人　錦秀会　阪〒590-0106 072-295-2888医療法人　錦秀会　理東森　浩一 平12. 7. 1療養     1,024病院
     (01-80912 ) 和第一泉北病院 堺市南区豊田１５８８番地の１ 常　勤:   19事長　籔本　雅巳 移転 内   整外 眼  現存
     (医      18) 平24. 7. 1放   リハ 婦  
     (歯       1) 皮   歯   
     非常勤:   52
     (医      47)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501-20946 内科原クリニック 〒590-0985 072-229-4560原　報 原　報 平12. 8. 1内   診療所
     堺市堺区戎島町二丁３０番１１３常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601-20961 麻醉科柴クリニック 〒591-8025 072-259-1105柴　紘次 柴　紘次 平12.10. 1麻   リハ 診療所
     堺市北区長曾根町３０５６番地９常　勤:    1 新規 現存
     先野ビル１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701-21001 前川泌尿器科 〒590-0115 072-295-3731前川　たかし 前川　たかし 平12.11. 1ひ   診療所
     堺市南区茶山台一丁６番１号ステ常　勤:    1 新規 現存
     ーションプラザ泉ケ丘３階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801-21027 みみはら高砂クリニッ〒590-0820 072-241-4990社会医療法人同仁会　緒方　洋 平12.11. 1内   小   皮  診療所
     ク 堺市堺区高砂町四丁１０９番２ 常　勤:    1理事長　斉藤　和則 新規 精   整外 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901-21050 おので整形外科 〒590-0972 072-225-0220斧出　安弘 斧出　安弘 平12.12. 1整外 リハ 診療所
     堺市堺区竜神橋町二丁１番５号第常　勤:    2 新規 現存
     ５中西ビル１階 (医       1) 平24.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001-21068 かとうクリニック 〒593-8304 072-260-3377加藤　久晴 加藤　久晴 平12.12. 1内   循   リハ診療所
     堺市西区家原寺町一丁１３番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101-21076 三木眼科医院 〒593-8327 072-268-9111三木　弘彦 三木　弘彦 平12.12. 1眼   診療所
     堺市西区鳳中町三丁６２番３０号常　勤:    2 新規 現存
     鳳ツインビルＡ棟１ (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201-21134 医療法人緑秀会　笹井〒591-8002 072-254-0027医療法人緑秀会　理事笹井　秀彦 平13. 1. 1耳い アレ 診療所
     耳鼻咽喉科医院 堺市北区北花田町三丁１７番３号常　勤:    2長　笹井　秀彦 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
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  29301-21142 医療法人宝里会　ほり〒590-0951 072-222-0152医療法人宝里会　理事堀　知子 平13. 1. 1眼   診療所
     眼科 堺市堺区市之町西三丁２番１４号常　勤:    1長　堀　知子 組織変更 現存
     和合ビル３階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401-21159 医療法人健祥会　山本〒599-8233 072-239-8110医療法人健祥会　理事山本　哲 平13. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 堺市中区大野芝町１８０番地神工常　勤:    1長　山本　哲 組織変更 現存
     ビル１階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501-21225 今井医院 〒591-8037 072-257-1682今井　隆 今井　隆 平13. 1. 1一般         5診療所
     堺市北区百舌鳥赤畑町四丁３４３常　勤:    3 継承 産婦 内   現存
     番５号 (医       2) 平25. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601-21274 松井医院 〒592-8343 072-261-1688松井　潔 松井　潔 平13. 1. 1内   小   診療所
     堺市西区浜寺元町五丁５１４ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701-21308 松野泌尿器科クリニッ〒599-8126 072-289-1188松野　嘉紀 松野　嘉紀 平13. 4. 1ひ   診療所
     ク 堺市東区大美野８番１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801-21357 おおとり診療所 〒593-8326 072-268-9770大鳥　和彦 大鳥　和彦 平13. 5. 1内   外   整外診療所
     堺市西区鳳西町一丁１８番１号 常　勤:    1 新規 胃   こう リハ現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901-21365 あけど眼科 〒593-8326 072-268-8826明渡　英昭 明渡　英昭 平13. 5. 1眼   診療所
     堺市西区鳳西町一丁１８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30001-21399 加藤内科・循環器科ク〒591-8025 072-258-8282加藤　順司 加藤　順司 平13. 6. 1内   循   診療所
     リニック 堺市北区長曾根町３０６９番地５常　勤:    1 新規 現存
     中島ビル４階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101-21423 堺北診療所 〒590-0936 072-233-6569大阪みなみ医療福祉生千葉　博 平13. 5. 1内   循   皮  診療所
     堺市堺区宿屋町東二丁１番５号 常　勤:    1活協同組合　理事長　 移転 放   現存
     (医       1)苅谷　幹雄 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201-21431 沖田耳鼻咽喉科医院 〒590-0116 072-291-2967沖田　有弘 沖田　有弘 平13. 4. 7耳い 診療所
     堺市南区若松台二丁２番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30301-21449 社会医療法人ペガサス〒592-8341 072-266-9209社会医療法人ペガサス永田　安徳 平13. 7. 1内   外   神内診療所
     　ペガサスクリニック堺市西区浜寺船尾町東三丁３０７常　勤:    1　理事長　馬場　武彦 新規 リハ 皮   現存
     番地 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401-21464 谷口内科 〒590-0137 072-297-5540谷口　徳士 谷口　徳士 平13. 6. 1内   診療所
     堺市南区城山台三丁３番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501-21480 医療法人佑和会　吉岡〒591-8022 072-256-1720医療法人佑和会　理事吉岡　卓治 平13. 7. 1外   胃   眼  診療所
     クリニック 堺市北区金岡町２３０５番地 常　勤:    2長　吉岡　卓治 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601-21498 医療法人　喜多クリニ〒590-0026 072-226-8733医療法人　喜多クリニ喜多　紀人 平13. 7. 1内   皮   診療所
     ック 堺市堺区向陵西町四丁１０番８号常　勤:    2ック　理事長　喜多　 組織変更 現存
     サンライズガーデン三国ケ丘１階(医       2)紀人 平25. 7. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701-21506 医療法人純生会　畠山〒599-8114 072-287-0114医療法人純生会　理事畠山　純一 平13. 7. 1耳い 内   診療所
     クリニック 堺市東区日置荘西町四丁３６番１常　勤:    1長　畠山　純一 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801-21548 医療法人淳康会　堺近〒590-0004 0722-27-8001医療法人淳康会　理事近森　淳二 平13. 7. 1一般        59病院
     (01-81548 ) 森病院 堺市堺区北清水町二丁４番１号 常　勤:    7長　近森　淳二 組織変更 内   外   循  現存
     (医       6) 平25. 7. 1整外 消   リハ
     (歯       1) 歯   放   歯外
     非常勤:   22
     (医      20)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901-21563 小児科林医院 〒590-0013 072-282-8445林　かおる 林　かおる 平13. 9. 1小   診療所
     堺市堺区東雲西町一丁３番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31001-21571 清水内科 〒590-0141 072-292-2789清水　健司 清水　健司 平13. 9. 1内   診療所
     堺市南区桃山台二丁１５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101-21597 明石医院 〒591-8046 072-240-8608明石　浩一 明石　浩一 平13.10. 1内   胃   診療所
     堺市北区東三国ケ丘町五丁２番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号ＳＡＴＯＭＯビル１階 (医       1) 平25.10. 1
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  31201-21613 中村クリニック 〒593-8327 072-269-5551中村　正人 中村　正人 平13.11. 1内   外   胃  診療所
     堺市西区鳳中町三丁６１番４号 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301-21621 武田眼科 〒599-8114 072-285-0806武田　純爾 武田　純爾 平13.10. 1眼   診療所
     堺市東区日置荘西町一丁４７番１常　勤:    1 継承 現存
     ７号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31401-21647 医療法人以和貴会　北〒591-8034 072-277-1119医療法人以和貴会　理久保井　広志 平13.11. 1療養       237病院
     (01-81647 ) 条病院 堺市北区百舌鳥陵南町一丁７７番常　勤:    6事長　髙野　公男 移転 内   消   整外現存
     地の１ (医       5) 平25.11. 1リウ リハ 放  
     (歯       1) 呼内 歯   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501-21696 柳原医院 〒591-8022 072-257-0350柳原　太 柳原　太 平13.12. 1内   小   診療所
     堺市北区金岡町７０４－２エバー常　勤:    1 継承 現存
     グリーン金岡１棟１０３ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601-21704 医療法人　森松耳鼻咽〒590-0024 0722-50-4133医療法人　森松耳鼻咽森松　圭三 平14. 1. 1耳い アレ 診療所
     喉科 堺市堺区向陵中町二丁６番１０号常　勤:    1喉科　理事長　森松　 組織変更 現存
     三国ロイヤルビル２階Ａ号室 (医       1)圭三 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701-21712 医療法人　小川クリニ〒591-8002 072-254-2648医療法人　小川クリニ小川　寛之進 平14. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 堺市北区北花田町三丁２２番地の常　勤:    1ック　理事長　小川　 組織変更 現存
     ２ (医       1)寛之進 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801-21746 かなざきこどもクリニ〒599-8234 072-289-3100金﨑　光治 金﨑　光治 平14. 3. 1小   アレ 診療所
     ック 堺市中区土塔町３３２７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31901-21761 ながれだ皮膚科 〒599-8126 072-237-7509流田　妙子 流田　妙子 平14. 2. 1皮   診療所
     堺市東区大美野３３番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001-21803 万代神経科クリニック〒591-8025 072-257-0580萬代　正治 萬代　正治 平14. 4. 1心内 神   精  診療所
     堺市北区長曾根町１２番地アング常　勤:    1 新規 現存
     ルス３０１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101-21837 東皮フ科医院 〒590-0065 072-226-7778東　禹彦 東　禹彦 平14. 5. 1皮   アレ 診療所
     堺市堺区永代町一丁１番６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32201-21845 ベルライフケアクリニ〒599-8247 072-235-3101社会医療法人生長会　畠中　章五 平14. 5. 1内   診療所
     ック 堺市中区東山５８０番地１ 常　勤:    2理事長　田中　肇 新規 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32301-21860 うめむら医院 〒591-8032 072-255-4976梅村　喜三郎 梅村　喜三郎 平14. 6. 1内   アレ 診療所
     堺市北区百舌鳥梅町三丁１番６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32401-21902 中谷クリニック 〒592-8334 072-280-5511中谷　公一 中谷　公一 平14. 7. 1外   整外 胃  診療所
     堺市西区浜寺石津町中四丁７番１常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501-21928 脇本整形外科クリニッ〒599-8114 072-285-7557脇本　義昭 脇本　義昭 平14. 6. 1整外 リハ 診療所
     ク 堺市東区日置荘西町四丁１０番１常　勤:    1 移転 現存
     ８号　２階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601-21936 駒井眼科院 〒590-0930 072-233-1359駒井　義彦 駒井　義彦 平14. 6. 1眼   診療所
     堺市堺区柳之町西一丁１番２４号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32701-21951 医療法人杏清会　島田〒590-0103 072-236-9995医療法人杏清会　理事島田　比呂志 平14. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 堺市南区深阪南１１５番地 常　勤:    1長　島田　比呂志 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32801-21969 医療法人将正会　山口〒590-0138 072-295-7270医療法人将正会　理事山口　仁 平14. 7. 1小   アレ 診療所
     こどもクリニック 堺市南区鴨谷台二丁１番５号サン常　勤:    1長　山口　仁 組織変更 現存
     ピア２番館２階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901-21977 医療法人健育會　別所〒590-0943 072-232-9096医療法人健育會　理事南　一明 平14. 7. 1外   内   麻  診療所
     外科診療所 堺市堺区車之町東三丁１番７号 常　勤:    1長　南　一明 組織変更 消   皮   放  現存
     (医       1) 平26. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001-21985 医療法人浩陽会　川北〒590-0138 072-295-8585医療法人浩陽会　理事川北　浩史 平14. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 堺市南区鴨谷台二丁１番５号サン常　勤:    1長　川北　浩史 組織変更 現存
     ピア２番館２階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33101-22009 医療法人義秀会　大野〒590-0138 072-294-8733医療法人義秀会　理事大野　義春 平14. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 堺市南区鴨谷台二丁１番３号光明常　勤:    1長　大野　義春 組織変更 現存
     池アクト３階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33201-22041 児玉泌尿器科 〒590-0028 072-222-1717児玉　光正 児玉　光正 平14. 7. 1ひ   診療所
     堺市堺区三国ケ丘御幸通８番地三常　勤:    1 継承 現存
     国ケ丘ビル４階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33301-22140 医療法人　いしかわク〒590-0079 072-232-8751医療法人　いしかわク石川　元春 平14. 8.19婦   診療所
     リニック 堺市堺区新町５番１０号　堺東メ常　勤:    1リニック　理事長　石 移転 現存
     ディカルビル４階・５階 (医       1)川　元春 平26. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401-22157 中尾内科クリニック 〒599-8235 072-279-6250中尾　治義 中尾　治義 平14. 9. 1内   小   診療所
     堺市中区深井東町２６４８番１６常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501-22165 医療法人　江藤内科医〒590-0921 072-229-2833医療法人　江藤内科医江藤　正浩 平14. 9. 1内   循   呼  診療所
     院 堺市堺区北半町西３番７号 常　勤:    2院　理事長　江藤　浩 移転 胃   放   神内現存
     (医       2) 平26. 9. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33601-22199 もりい整形外科 〒599-8271 072-276-0002森井　孝和 森井　孝和 平14.12. 1整外 リハ 診療所
     堺市中区深井北町１０７番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33701-22207 医療法人　良秀会　津〒593-8308 072-272-1361医療法人　良秀会　理杉山　高秀 平14.11. 1一般        19診療所
     久野藤井クリニック 堺市西区神野町三丁２番２８号 常　勤:    2事長　藤井　良幸 移転 内   循   外  現存
     (医       2) 平26.11. 1整外 消   リハ
     非常勤:    4 ひ   
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33801-22231 片岡医院 〒590-0032 072-238-7341 岡　 嗣 岡　 嗣 平14.10.13アレ 耳い 診療所
     堺市堺区西永山園４番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33901-22249 黒部医院 〒591-8042 072-252-0929黒部　肇 黒部　肇 平14.10.14内   診療所
     堺市北区大豆塚町一丁１番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34001-22264 しらさぎ診療所 〒591-8031 072-252-1856辻村　俊 辻村　俊 平14.11. 1内   小   皮  診療所
     堺市北区百舌鳥梅北町五丁４１２常　勤:    1 継承 現存
     番地 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34101-22272 松本内科クリニック 〒590-0005 072-226-0770松本　秀明 松本　秀明 平15. 1. 1内   リウ 診療所
     堺市堺区南清水町二丁４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34201-22280 山田内科医院 〒591-8037 072-246-8877山田　耕司 山田　耕司 平14.12. 1内   診療所
     堺市北区百舌鳥赤畑町四丁２５４常　勤:    1 移転 現存
     番１ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301-22298 医療法人　山田眼科医〒591-8037 072-246-8866医療法人山田眼科医院山田　日出美 平14.12. 1眼   診療所
     院 堺市北区百舌鳥赤畑町四丁２５４常　勤:    2　理事長　山田　日出 移転 現存
     番１ (医       2)美 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34401-22322 医療法人文明会　おく〒593-8322 072-260-3387医療法人文明会　理事奥田　文幸 平15. 1. 1耳い 診療所
     だ耳鼻咽喉科 堺市西区津久野町一丁８番１８号常　勤:    2長　奥田　文幸 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34501-22348 医療法人　矢吹クリニ〒599-8107 072-288-3636医療法人矢吹クリニッ矢吹　公平 平15. 1. 1胃   外   リハ診療所
     ック 堺市東区白鷺町三丁１９番７号ビ常　勤:    1ク　理事長　矢吹　公 組織変更 現存
     オス白鷺１階 (医       1)平 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34601-22355 医療法人　平山こども〒590-0103 072-230-0143医療法人平山こどもク平山　謙 平15. 1. 1小   アレ 診療所
     クリニック 堺市南区深阪南１１２番地の２ 常　勤:    1リニック　理事長　平 組織変更 現存
     (医       1)山　謙 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34701-22363 山尾内科クリニック 〒599-8116 072-285-0018山尾　卓司 山尾　卓司 平15. 2. 1内   消   診療所
     堺市東区野尻町５２５ 常　勤:    2 新規 内科、消化器内現存
     (医       1) 平27. 2. 1科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34801-22389 武田医院 〒592-8348 072-261-0564武田　行正 武田　行正 平15. 1. 1皮   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町中二丁２２常　勤:    2 継承 現存
     ６番地 (医       1) 平27. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34901-22405 えびすメンタルクリニ〒590-0985 072-224-5688伊藤　直人 伊藤　直人 平15. 2. 1心内 神   精  診療所
     ック 堺市堺区戎島町四丁４５番地の１常　勤:    1 新規 現存
     ポルタス・センタービル３階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35001-22413 唐﨑内科クリニック 〒599-8234 072-289-2111唐﨑　専也 唐﨑　専也 平15. 3. 1内   循   診療所
     堺市中区土塔町３３２５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35101-22462 アル・ソーレ診療所 〒590-0950 072-222-2262社会福祉法人　南の風金子　聡 平15. 4. 1内   診療所
     堺市堺区甲斐町西二丁１番１５号常　勤:    3　理事長　吉川　美幸 新規 現存
     (医       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35201-22470 佐藤内科医院 〒590-0953 072-222-0236佐藤　智信 佐藤　智信 平15. 4. 1内   消   循  診療所
     堺市堺区甲斐町東一丁１番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ＨＫビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35301-22488 特別養護老人ホーム嘉〒599-8254 072-278-0205社会福祉法人福生会　南波　正敦 平15. 3. 1内   整外 眼  診療所
     齢荘診療所 堺市中区伏尾１９６番地 常　勤:    1理事長　柳川　理惠 移転 外   現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401-22512 ムカイ・クリニック 〒591-8044 072-240-1835向井　誠 向井　誠 平15. 4. 1心内 神   精  診療所
     堺市北区中長尾町四丁５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35501-22538 田中耳鼻咽喉科 〒591-8021 072-255-7177田中　暁 田中　暁 平15. 7. 1耳い 診療所
     堺市北区新金岡町四丁１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     エブリー　２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35601-22553 なかもず河田クリニッ〒591-8023 072-255-4124河田　淳 河田　淳 平15. 7. 1婦   診療所
     ク 堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地常　勤:    2 新規 現存
     クリスタルなかもず　４階 (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35701-22561 清水レディースクリニ〒590-0024 072-250-0511清水　千賀子 清水　千賀子 平15. 7. 1一般         1診療所
     ック 堺市堺区向陵中町二丁３番１３号常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35801-22587 髙田内科クリニック 〒591-8023 072-251-2663髙田　幸三 髙田　幸三 平15. 7. 1内   循   診療所
     堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地常　勤:    1 新規 現存
     クリスタルなかもず　３階　３０(医       1) 平27. 7. 1
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901-22603 医療法人　丸山内科ク〒590-0138 072-295-7600医療法人丸山内科クリ丸山　宜之 平15. 7. 1内   診療所
     リニック 堺市南区鴨谷台二丁１番３号光明常　勤:    1ニック　理事長　丸山 組織変更 現存
     池アクトビル３階 (医       1)　宜之 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36001-22611 医療法人ふたば会　さ〒590-0132 072-295-9595医療法人ふたば会　理雜賀　豊彦 平15. 7. 1内   消   診療所
     いかクリニック 堺市南区原山台四丁１６番３号 常　勤:    2事長　雜賀　豊彦 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    39 頁

  36101-22629 医療法人　白井内科ク〒590-0079 072-238-3578医療法人白井内科クリ白井　俊由 平15. 7. 1内   診療所
     リニック 堺市堺区新町４番７号　材庄ビル常　勤:    1ニック　理事長　白井 組織変更 現存
     ２階 (医       1)　俊由 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36201-22637 医療法人優志会　あま〒590-0024 072-257-1065医療法人優志会　理事天津　朗典 平15. 7. 1皮   アレ 診療所
     つ皮ふ科 堺市堺区向陵中町二丁６番１０号常　勤:    1長　天津　朗典 組織変更 現存
     三国ロイヤルビル１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301-22645 医療法人　八木クリニ〒590-0938 072-233-5630医療法人八木クリニッ八木　潤子 平15. 7. 1一般         3診療所
     ック 堺市堺区神明町西一丁１番１７号常　勤:    2ク　理事長　八木　潤 組織変更 婦   内   現存
     (医       2)子 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36401-22652 医療法人　西口整形外〒593-8326 072-264-8800医療法人西口整形外科西口　豊憲 平15. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 堺市西区鳳西町一丁７４番地 常　勤:    1医院　理事長　西口　 組織変更 放   現存
     (医       1)豊憲 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36501-22736 神元クリニック 〒599-8233 072-235-7711神元　章雄 神元　章雄 平15.10. 1内   循   診療所
     堺市中区大野芝町１８０　神工ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601-22744 玉置医院 〒593-8301 072-280-2801玉置　純 玉置　純 平15.10. 1内   診療所
     堺市西区上野芝町四丁１７番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701-22751 なさこ耳鼻咽喉科 〒591-8023 072-253-8715名迫　佳郎 名迫　佳郎 平15.10. 1耳い 診療所
     堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地常　勤:    1 新規 現存
     クリスタルなかもず２０２号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36801-22769 クレーネ堺診療所 〒599-8241 072-230-5288社会福祉法人エージン髙畑　哲也 平15.10. 1内   神内 外  診療所
     堺市中区福田３３９番地２ 常　勤:    2グライフ福祉会　理事 新規 皮   精   現存
     (医       2)長　沼谷　勝之 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36901-22777 東澤醫院 〒591-8041 072-240-0148東澤　知輝 東澤　知輝 平15.10. 1麻   リハ 内  診療所
     堺市北区東雲東町一丁４番３３号常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37001-22801 おおはし皮ふ科 〒590-0013 072-238-5514大橋　明子 大橋　明子 平15.11. 1皮   アレ 診療所
     堺市堺区東雲西町一丁１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     ＪＲ堺市駅ＮＫビル２階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37101-22827 藤原内科クリニック 〒591-8025 072-250-6602藤原　寛 藤原　寛 平15.11. 1内   呼   アレ診療所
     堺市北区長曾根町３０８３番地８常　勤:    1 新規 現存
     アル・ポート１階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37201-22876 医療法人孝瑛会　西沢〒599-8114 072-288-2001医療法人孝瑛会　理事西澤　徹 平15.10. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 堺市東区日置荘西町１丁１５番２常　勤:    1長　西澤　徹 移転 現存
     ３号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37301-22884 医療法人正崚会　なか〒590-0014 072-282-6331医療法人正崚会　理事中島　正好 平15.12. 1内   小   リハ診療所
     しま内科クリニック 堺市堺区田出井町１番１－２０８常　勤:    1長　中島　正好 新規 放   現存
     号ベルマージュ堺２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37401-22892 福島小児科 〒590-0063 072-222-3831福島　久雄 福島　久雄 平15.12. 1小   診療所
     堺市堺区中安井町一丁３番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37501-22900 医療法人若泉会　まつ〒590-0144 072-284-1123医療法人若泉会　理事中野　慎一 平16. 1. 1内   胃   循  診療所
     わかクリニック 堺市南区赤坂台四丁２０番３号 常　勤:    2長　中野　慎一 組織変更 精   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37601-22918 医療法人　植田クリニ〒591-8004 072-253-0590医療法人植田クリニッ友田　芳夫 平16. 1. 1内   循   心内診療所
     ック 堺市北区蔵前町１丁７番２号 常　勤:    1ク　理事長　友田　芳 組織変更 リハ 眼   現存
     (医       1)夫 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37701-22926 医療法人聰心会　橋本〒591-8032 072-250-5700医療法人聰心会　理事橋本　聰一 平16. 1. 1内   循   リハ診療所
     クリニック 堺市北区百舌鳥梅町三丁４７番１常　勤:    1長　橋本　聰一 組織変更 現存
     号グレース中百舌鳥トキワビル１(医       1) 平28. 1. 1
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37801-22934 医療法人一隅会　川上〒591-8002 072-250-6211医療法人一隅会　理事川上　勝彦 平16. 1. 1内   循   アレ診療所
     クリニック 堺市北区北花田町四丁９９番地の常　勤:    1長　川上　勝彦 組織変更 リウ 現存
     １５ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37901-22942 医療法人真友会　きた〒593-8303 072-281-3340医療法人真友会　理事北川　友朗 平16. 1. 1胃   外   こう診療所
     がわ医院 堺市西区上野芝向ケ丘町六丁１６常　勤:    1長　北川　友朗 組織変更 現存
     番５３号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38001-22959 北野田診療所 〒599-8124 072-236-3211大阪みなみ医療福祉生苅谷　幹雄 平16. 1. 1内   外   小  診療所
     堺市東区南野田１２７番地 常　勤:    1活協同組合　理事長　 移転 皮   放   リハ現存
     (医       1)苅谷　幹雄 平28. 1. 1消   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38101-23023 なやクリニック 〒599-8242 072-236-4178納谷　保子 納谷　保子 平16. 4. 1小   精   神  診療所
     堺市中区陶器北４４９ 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38201-23031 久家医院 〒593-8315 072-272-1951久家　雅治 久家　雅治 平16. 5. 1内   消   診療所
     堺市西区菱木一丁２３３８番地の常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38301-23056 もじ子どもクリニック〒591-8025 072-240-5155茂地　秀紀 茂地　秀紀 平16. 6. 1小   診療所
     堺市北区長曾根町３０６９－６新常　勤:    1 新規 現存
     金岡ビル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38401-23064 宮﨑内科 〒590-0117 072-292-8372宮﨑　秀明 宮﨑　秀明 平16. 5. 1内   消   診療所
     堺市南区高倉台二丁５番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38501-23098 医療法人あゆみ桜会　〒593-8324 072-260-1241医療法人あゆみ桜会　久米　昭 平16. 7. 1皮   アレ 形外診療所
     皮ふ科眼科　くめクリ堺市西区鳳東町一丁６５番の２ 常　勤:    4理事長　久米　昭 組織変更 眼   小   現存
     ニック (医       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38601-23106 医療法人悦康会　たな〒593-8322 072-271-1825医療法人悦康会　理事田中　康志 平16. 7. 1整外 内   リウ診療所
     かクリニック 堺市西区津久野町二丁６番１号 常　勤:    2長　田中　康志 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38701-23114 医療法人辰美会　臼井〒590-0821 072-245-2058医療法人辰美会　理事臼井　辰彦 平16. 7. 1内   消   診療所
     内科・消化器科クリニ堺市堺区大仙西町六丁１５７番１常　勤:    1長　臼井　辰彦 組織変更 現存
     ック 号プランドールＦⅡ１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38801-23122 医療法人いぶき会　さ〒593-8301 072-242-1114医療法人いぶき会　理坂口　一朗 平16. 7. 1脳外 外   リハ診療所
     かぐちクリニック 堺市西区上野芝町二丁７番３号西常　勤:    1事長　坂口　一朗 組織変更 現存
     友楽市上野芝２階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38901-23130 医療法人　赤井マタニ〒590-0103 072-239-5988医療法人赤井マタニテ赤井　マリ子 平16. 7. 1一般        15診療所
     ティクリニック 堺市南区深阪南１６７番地 常　勤:    1ィクリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　赤井　マリ子 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39001-23148 医療法人恒心会　竹山〒590-0103 072-239-3341医療法人恒心会　理事竹山　豊 平16. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 堺市南区深阪南１１４ 常　勤:    1長　竹山　豊 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39101-23155 医療法人恭友　田村眼〒599-8238 072-281-0113医療法人恭友　理事長田村　恭子 平16. 7. 1眼   診療所
     科 堺市中区土師町一丁６番１５号ヴ常　勤:    1　田村　恭子 組織変更 現存
     ィラレスポワール２階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39201-23213 昭和電工堺診療所 〒590-8576 072-225-2922昭和電工株式会社堺事根來　宏 平16. 7. 1内   外   診療所
     堺市堺区海山町六丁２２４番地 常　勤:    1業所　事業所長　水野 移転 現存
     (医       1)　正久 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39301-23247 宮脇内科クリニック 〒599-8236 072-276-7611宮脇　正三 宮脇　正三 平16. 9. 1内   消   診療所
     堺市中区深井沢町３１４２番地霜常　勤:    1 新規 現存
     野ビル１階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39401-23262 にしきこどもクリニッ〒590-0976 072-225-3535西機　哲夫 西機　哲夫 平16.10. 1小   アレ 診療所
     ク 堺市堺区大浜南町二丁８－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39501-23270 たまち眼科クリニック〒591-8008 072-246-3383田町　武司 田町　武司 平16.10. 1眼   診療所
     堺市北区東浅香山町四丁１－１２常　勤:    1 新規 現存
     イオンモール堺北花田４階 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39601-23288 三条クリニック 〒591-8034 072-281-0099三条　裕泰 三条　裕泰 平16.10. 1内   麻   診療所
     堺市北区百舌鳥陵南町二丁６２６常　勤:    1 新規 現存
     番地センターコート・ナカモズＢ(医       1) 平28.10. 1
     ＬＤ　Ｂ－５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39701-23304 大住医院 〒590-0063 072-232-1631大住　高子 大住　高子 平16. 9. 1内   呼   消  診療所
     堺市堺区中安井町二丁１番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39801-23361 医療法人好寿会　美原〒587-0061 0723-61-0545医療法人好寿会　理事本西　正道 昭38. 3. 1精神       468病院
     (01-83361 ) 病院 堺市美原区今井３８０番地 常　勤:    5長　片岡　尚 新規 精   心内 内  現存
     (医       5) 平29. 3. 1歯   
     非常勤:   33
     (医      28)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39901-23379 医療法人暁美会　田中〒587-0002 0723-61-3555医療法人暁美会　理事田中　大吉 昭56. 4. 1一般       120病院
     病院 堺市美原区黒山３９番１０号 常　勤:    6長　田中　大吉 組織変更 療養        60現存
     (医       6) 平29. 4. 1内   消   循  
     非常勤:   26 外   整外 形外
     (医      26) 放   リハ こう
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40001-23395 特別養護老人ホーム平〒587-0022 0723-63-1555社会福祉法人天寿会　 瀬　卓治 平元. 9. 1内   診療所
     尾荘診療所 堺市美原区平尾１９３８ 常　勤:    1理事長　網田　隆次 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40101-23403 医療法人　中村医院 〒587-0032 072-361-2228医療法人中村医院　理中村　健介 平 2. 1. 1内   循   小  診療所
     堺市美原区さつき野東一丁目１番常　勤:    1事長　中村　健介 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40201-23411 おくの整形外科医院 〒587-0022 0723-63-7777奥野　雅男 奥野　雅男 平 8. 5. 1整外 外   リハ診療所
     堺市美原区平尾１９８９番地 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40301-23429 医療法人　森クリニッ〒587-0001 0723-63-2662医療法人森クリニック森　 光 平 9. 7. 1内   小   皮  診療所
     ク 堺市美原区大保１６番地１ 常　勤:    2　理事長　森　 光 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40401-23437 永木医院 〒587-0022 0723-62-3888永木　寛之 永木　寛之 平10.11. 1内   小   診療所
     堺市美原区平尾２７６５ 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40501-23452 南大阪蔦耳鼻咽喉科 〒587-0002 0723-63-3387蔦　佳明 蔦　佳明 平12. 5. 1一般         8診療所
     堺市美原区黒山４９０－１ 常　勤:    2 新規 耳い 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40601-23460 ユサ眼科クリニック 〒587-0051 072-362-1025遊佐　留実 遊佐　留実 平13.10. 1眼   診療所
     堺市美原区北余部４５２番地の４常　勤:    1 新規 現存
     北余部ふれあい会館２階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40701-23478 川口クリニック 〒587-0002 072-361-8181川口　貢 川口　貢 平14. 7. 1整外 内   婦  診療所
     堺市美原区黒山４１９－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40801-23486 医療法人　なかの医院〒587-0051 072-369-2077医療法人　なかの医院中野　隆仁 平14. 7. 1内   小   放  診療所
     堺市美原区北余部４０番地の３９常　勤:    1　理事長　中野　隆仁 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40901-23494 医療法人成鈴会　山下〒587-0051 072-369-2166医療法人成鈴会　理事山下　成信 平15. 5. 1内   リハ 診療所
     クリニック 堺市美原区北余部５８番６号 常　勤:    1長　山下　成信 移転 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41001-23528 まきクリニック 〒590-0132 072-296-7707牧　訓正 牧　訓正 平16.12. 1内   循   診療所
     堺市南区原山台四丁１５番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41101-23536 社会医療法人清恵会　〒590-0903 072-226-8131社会医療法人清恵会　藤田　亨 平16.11. 1療養       240病院
     清恵会三宝病院 堺市堺区松屋町一丁４番地の１ 常　勤:    6理事長　佐野　記久子 移転 内   整外 精  現存
     (医       6) 平28.11. 1リハ 
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41201-23544 辻野医院 〒591-8044 072-251-0125 野　孝 野　孝 平17. 1. 1ひ   診療所
     堺市北区中長尾町二丁３番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    45 頁

  41301-23551 社会医療法人清恵会　〒590-0024 072-257-3131社会医療法人清恵会　岡　文俊 平16.12. 1内   診療所
     清恵会向陵クリニック堺市堺区向陵中町六丁２番１１号常　勤:    1理事長　佐野　記久子 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41401-23569 医療法人　新井内科ク〒599-8104 072-288-1011医療法人新井内科クリ新井　敬一 平17. 1. 1内   胃   診療所
     リニック 堺市東区引野町三丁４８番地の２常　勤:    2ニック　理事長　新井 組織変更 ０７胃腸内科 現存
     (医       2)　敬一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41501-23585 医療法人　田中内科ク〒591-8002 072-257-9981医療法人田中内科クリ田中　道夫 平17. 1. 1内   胃   循  診療所
     リニック 堺市北区北花田町三丁２６番地５常　勤:    1ニック　理事長　田中 組織変更 現存
     カナート浅香１階 (医       1)　道夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41601-23593 医療法人福三会　福山〒599-8236 072-276-2444医療法人福三会　理事福山　泰彦 平17. 1. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 堺市中区深井沢町３３９０番地の常　勤:    1長　福山　泰彦 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41701-23601 医療法人　松本クリニ〒599-8253 072-289-3335医療法人松本クリニッ松本　裕一 平17. 1. 1内   外   胃  診療所
     ック 堺市中区深阪６－２１－２７ 常　勤:    1ク　理事長　松本　裕 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1)一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41801-23627 医療法人紀章会　山田〒599-8253 072-236-3130医療法人紀章会　理事山田　勝章 平17. 2. 1内   循   診療所
     クリニック 堺市中区深阪１－１０－３７－１常　勤:    1長　山田　勝章 新規 現存
     ０１号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41901-23635 重田メンタルクリニッ〒591-8006 072-252-5141重田　千佳 重田　千佳 平17. 2. 1精   心内 神内診療所
     ク 堺市北区宮本町４番３号奥野ビル常　勤:    1 新規 神   現存
     ２階 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42001-23643 田端医院 〒590-0947 072-222-4779田端　運久 田端　運久 平17. 1. 1皮   ひ   診療所
     堺市堺区熊野町西三丁２－１３堺常　勤:    1 移転 現存
     駅前ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42101-23650 たかたクリニック 〒599-8263 072-323-7523高田　勝史 高田　勝史 平17. 3. 1外   内   消  診療所
     堺市中区八田南之町３５７番４ 常　勤:    1 新規 こう 皮   整外現存
     (医       1) 平29. 3. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42201-23668 植田こころのクリニッ〒591-8023 072-254-2001植田　洋行 植田　洋行 平17. 3. 1心内 精   神  診療所
     ク 堺市北区中百舌鳥町二丁１０７　常　勤:    1 新規 現存
     クレールなかもず３階 (医       1) 平29. 3. 1
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  42301-23676 グリーンハウス診療所〒591-8036 072-255-1658社会福祉法人桜会　理高田　昌彦 平17. 3. 1内   ひ   診療所
     堺市北区百舌鳥本町三丁４３０番常　勤:    1事長　柴田　和弘 新規 現存
     地２ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42401-23684 木村ファミリークリニ〒593-8302 072-278-0025木村　雅英 木村　雅英 平17. 3. 1内   診療所
     ック 堺市西区北条町二丁２９番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42501-23692 江本クリニック 〒591-8025 072-240-0122江本　節 江本　節 平17. 3. 1内   消   診療所
     堺市北区長曾根町１４６７番１号常　勤:    1 新規 現存
     　エイトワンビル１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42601-23726 たちばな内科クリニッ〒590-0804 072-244-8800橘　克英 橘　克英 平17. 4. 1内   診療所
     ク 堺市堺区緑ケ丘南町三丁２番１８常　勤:    1 新規 現存
     号　山本ビル１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42701-23759 にいがわクリニック 〒599-8236 072-270-7801新川　久義 新川　久義 平17. 5. 1心内 神   精  診療所
     堺市中区深井沢町３２７１番地サ常　勤:    1 新規 現存
     ンケンビル４階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42801-23775 中洲整形外科 〒591-8043 072-252-1212中洲　裕 中洲　裕 平17. 5. 1整外 診療所
     堺市北区北長尾町二丁３－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42901-23817 医療法人　耳鼻咽喉科〒599-8123 072-239-6676医療法人　耳鼻咽喉科有田　裕信 平17. 4. 1耳い 診療所
     ありたクリニック 堺市東区北野田１０７７番地 常　勤:    1ありたクリニック　理 移転 現存
     (医       1)事長　有田　裕信 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43001-23858 池上医院 〒590-0973 072-232-1702池上　雅久 池上　雅久 平17. 6. 1ひ   皮   内  診療所
     堺市堺区住吉橋町一丁５番３号 常　勤:    1 移転 性   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43101-23882 医療法人　山久会　永〒599-8262 072-276-1616医療法人　山久会　理永田　行男 平17. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     田整形外科 堺市中区八田北町４６１番５ 常　勤:    1事長　永田　行男 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43201-23890 医療法人　エビデンス〒593-8307 072-271-1701医療法人　エビデンス西原　謙 平17. 7. 1内   消   診療所
     　西原医院 堺市西区平岡町２７３ 常　勤:    1　理事長　西原　謙 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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  43301-23908 医療法人　岡原クリニ〒593-8322 072-267-6789医療法人　岡原クリニ岡原　和弘 平17. 7. 1消   内   外  診療所
     ック 堺市西区津久野町三丁２７番５０常　勤:    1ック　理事長　岡原　 組織変更 小   リハ 現存
     号 (医       1)和弘 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43401-23940 山本内科 〒590-0115 072-291-6678山本　健太郎 山本　健太郎 平17. 6.17内   循   消  診療所
     堺市南区茶山台三丁２１－１８ 常　勤:    1 継承 呼   現存
     (医       1) 平29. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43501-23965 はら眼科クリニック 〒590-0115 072-296-5000原　英徳 原　英徳 平17.10. 1眼   診療所
     堺市南区茶山台一丁２番４号　パ常　勤:    1 新規 現存
     ンジョ西館３階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43601-23973 大槻レディースクリニ〒590-0115 072-290-6000大槻　 朗 大槻　 朗 平17.10. 1産婦 診療所
     ック 堺市南区茶山台一丁２番４号パン常　勤:    1 新規 現存
     ジョ西館３階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43701-23981 ますたにクリニック 〒592-8344 072-267-7564枡谷　誠三 枡谷　誠三 平17.10. 1内   消   診療所
     堺市西区浜寺南町三丁２番１号　常　勤:    1 新規 現存
     ダイケンビル１階１０２号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43801-23999 しまキッズクリニック〒592-8344 072-262-8788島　雅昭 島　雅昭 平17.10. 1小   アレ 診療所
     堺市西区浜寺南町三丁２番１号　常　勤:    1 新規 現存
     ダイケンビル２階２０２号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43901-24013 すが内科クリニック 〒590-0115 072-294-7223菅　万昌 菅　万昌 平17.10. 1内   循   呼  診療所
     堺市南区茶山台一丁２番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44001-24021 なかの医院 〒591-8046 072-252-3504中野　厚志 中野　厚志 平17. 9. 1内   循   診療所
     堺市北区東三国ケ丘町五丁７番５常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44101-24039 松浦クリニック 〒590-0947 072-223-8775松浦　道生 松浦　道生 平17. 9. 1内   消   診療所
     堺市堺区熊野町西三丁２番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44201-24054 坂口眼科医院 〒590-0103 072-239-4146坂口　泰久 坂口　泰久 平17. 8.17眼   診療所
     堺市南区深阪南１５１－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44301-24070 吉田美容形成クリニッ〒591-8023 072-254-0783中川　太 中川　太 平17.12. 1形外 診療所
     ク 堺市北区中百舌鳥町２丁４０番地常　勤:    1 新規 現存
     の１ＶＡなかもず３０１号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44401-24088 宮﨑医院 〒599-8116 072-288-3939宮﨑　俊夫 宮﨑　俊夫 平17.12. 1内   小   循  診療所
     堺市東区野尻町２９３－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44501-24096 医療法人　鳳クリニッ〒599-8238 072-281-6900医療法人鳳クリニック林　茂 平18. 1. 1内   外   脳外診療所
     ク 堺市中区土師町一丁１４番８号 常　勤:    1　理事長　林　茂 新規 小   放   リハ休止
     (医       1) 平30. 1. 1整外 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44601-24112 医療法人和春会　山田〒590-0028 072-233-1790医療法人和春会　理事山田　啓子 平18. 1. 1皮   アレ 診療所
     皮膚科医院 堺市堺区三国ケ丘御幸通５番地 常　勤:    1長　山田　啓子 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44701-24120 医療法人彰生会　中野〒590-0116 072-295-7007医療法人彰生会　理事中野　彰夫 平18. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 堺市南区若松台三丁３４番２２ 常　勤:    1長　中野　彰夫 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44801-24138 医療法人幸早会　安田〒590-0804 072-280-0500医療法人幸早会　理事安田　浩成 平18. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 堺市堺区緑ケ丘南町三丁２番１９常　勤:    1長　安田　浩成 組織変更 現存
     号　松田ビル１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44901-24146 医療法人　たかみね眼〒591-8007 072-250-9728医療法人たかみね眼科髙峯　行男 平18. 1. 1眼   診療所
     科 堺市北区奥本町一丁４番地 常　勤:    1　理事長　髙峯　行男 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45001-24153 医療法人　やまさき内〒593-8327 072-267-6776医療法人やまさき内科山﨑　雄一郎 平18. 1. 1内   消   診療所
     科・胃腸科クリニック堺市西区鳳中町二丁３１番６号　常　勤:    1・胃腸科クリニック　 組織変更 現存
     アカイビル１階 (医       1)理事長　山﨑　雄一郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45101-24161 医療法人　杉山クリニ〒599-8236 072-276-1717医療法人杉山クリニッ杉山　和義 平18. 1. 1内   循   皮  診療所
     ック 堺市中区深井沢町３２９４番地 常　勤:    2ク　理事長　杉山　和 組織変更 現存
     (医       2)義 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45201-24179 徳川レディースクリニ〒592-8344 072-266-3636德川　 弘 德川　 弘 平18. 2. 1一般 診療所
     ック 堺市西区浜寺南町三丁２番１号　常　勤:    1 新規     一般     1現存
     浜寺メディカルスクエア３階３０(医       1) 平30. 2. 1産婦 
     ２
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  45301-24195 こめだ耳鼻咽喉科 〒590-0138 072-296-3341米田　元胤 米田　元胤 平18. 2. 1耳い アレ 診療所
     堺市南区鴨谷台二丁５番１号　光常　勤:    1 新規 現存
     明センタービル３０１号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45401-24203 あまさきクリニック 〒599-8114 072-286-1819尼﨑　直也 尼﨑　直也 平18. 2. 1ひ   診療所
     堺市東区日置荘西町二丁３５－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45501-24211 中村医院 〒592-8343 072-261-1123中村　芳昭 中村　芳昭 平18. 1. 1内   神   精  診療所
     堺市西区浜寺元町五丁５１６－１常　勤:    1 継承 心内 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45601-24229 熊野眼科クリニック 〒593-8324 072-272-6006熊野　好行 熊野　好行 平18. 3. 1眼   診療所
     堺市西区鳳東町七丁７３３番地お常　勤:    1 新規 現存
     おとりウイングス２階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45702-00565 医療法人友愛会　松本〒553-0001 06-6458-7171医療法人友愛会（社団松本　直彦 昭32.10. 1一般       199病院
     病院 大阪市福島区海老江二丁目１番３常　勤:   13）　理事長　松本　明 新規 内   外   整外現存
     ６号 (医      13)宏 平29.10. 1形外 脳外 リハ
     非常勤:   17 放   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45802-00995 医療法人藤田会　フジ〒553-0006 06-6441-1181医療法人　藤田会　理藤田　昌弘 昭36. 2. 1一般        33病院
     タ病院 大阪市福島区吉野二丁目１０番１常　勤:    2事長　藤田　昌弘 組織変更 療養        32現存
     １号 (医       2) 平30. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   51 胃   麻   神内
     (医      51) 皮   リハ 放  
     リウ 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45902-01381 関西電力病院 〒553-0003 06-6458-5821関西電力株式会社　取千葉　勉 昭45. 7. 1一般       400病院
     大阪市福島区福島２－１－７ 常　勤:  133締役社長　岩根　茂樹 新規 内   外   精  現存
     (医     133) 平24. 7. 1皮   ひ   婦  
     非常勤:   37 眼   耳い リハ
     (医      37) 放   病理 消  
     神内 心内 呼内
     呼外 整外 形外
     脳外 麻   心外
     放射線診断科、
     放射線治療科、
     救急科、循環器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46002-01498 医療法人　啓信会　中〒553-0003 06-6458-3151医療法人　啓信会　理岩城　啓好 昭44.12. 1一般        98病院
     之島いわき病院 大阪市福島区福島三丁目２番９号常　勤:    5事長　岩城　啓好 新規 整外 外   消  現存
     (医       5) 平29.12. 1こう 内   循  
     非常勤:   19 リウ リハ 放  
     (医      19) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46102-01779 秋吉整形外科 〒553-0006 06-6466-1250秋吉　隆夫 秋吉　隆夫 昭54. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     大阪市福島区吉野４－１４－１５常　勤:    1 新規 現存
     リッチマンション１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46202-01860 梅田医院 〒553-0001 06-6458-6531梅田　耕作 梅田　耕作 昭56.10. 1内   外   リハ診療所
     大阪市福島区海老江七丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １４号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46302-01951 南クリニック 〒553-0006 06-6463-7211南　諭 南　諭 昭60. 5. 1精   神   内  診療所
     大阪市福島区吉野三丁目１２番４常　勤:    1 移転 心内 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46402-02033 松本クリニック 〒553-0002 06-6463-8651松本　正美 松本　正美 昭62.10. 1内   外   リハ診療所
     大阪市福島区鷺洲五丁目９番８号常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46502-02165 山田医院 〒553-0006 06-6464-0067山田　忠治 山田　忠治 平 2. 8. 1内   外   皮  診療所
     大阪市福島区吉野三丁目２１番３常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46602-02314 上福島診療所 〒553-0003 06-6451-3001鎌田　典彦 鎌田　典彦 平 5. 2.11内   外   皮  診療所
     大阪市福島区福島七丁目４番２７常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平29. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46702-02405 坂本内科医院 〒553-0007 06-6461-0323坂本　博三 坂本　博三 平 7. 5. 1内   診療所
     大阪市福島区大開一丁目６番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46802-02439 医療法人燦惠会　首藤〒553-0005 06-6461-1537医療法人燦惠会　理事首藤　三七郎 平 8. 1. 1療養        86病院
     (02-62439 ) 病院 大阪市福島区野田五丁目１８番１常　勤:    4長　首藤　三七郎 組織変更 整外 外   内  現存
     ６号 (医       4) 平29. 1. 1脳外 皮   ひ  
     非常勤:   13 こう リハ 放  
     (医      11) 歯   
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46902-02470 福島ともしび苑内診療〒553-0006 06-6464-0105社会福祉法人　ともし 平 8.10. 1内   診療所
     所 大阪市福島区吉野五丁目６番１１常　勤:    1び福祉会　理事長　小 新規 現存
     号 (医       1)西　敏江 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47002-02504 慈恵医院 〒553-0001 06-6451-8891松井　稔忠 松井　稔忠 平 9. 5. 1内   循   消  診療所
     大阪市福島区海老江五丁目２番７常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     号ニュー野田阪神ビル１０４号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47102-02512 特別養護老人ホームグ〒553-0001 06-6454-1820社会福祉法人友朋会　辻本　邦夫 平 9. 6. 1内   診療所
     リーン野田附属診療所大阪市福島区海老江二丁目１番３常　勤:    1理事長　松本　実 新規 現存
     ６号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47202-02561 前川医院 〒553-0003 06-6452-0778前川　保雄 前川　保雄 平 9.11. 1内   小   外  診療所
     大阪市福島区福島八丁目１６番１常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ０号ル・シェルコート１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47302-02587 小池メンタルクリニッ〒553-0003 06-6442-5561小池　哲子 小池　哲子 平10. 6. 1精   神   心内診療所
     ク 大阪市福島区福島七丁目６番２３常　勤:    1 新規 現存
     号日ノ出ビル４階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47402-02603 田仲循環器科・内科医〒553-0002 06-6451-8708田仲　輝光 田仲　輝光 平10.12. 1循   内   リハ診療所
     院 大阪市福島区鷺洲三丁目７番２７常　勤:    1 新規 小   現存
     号東海ビル２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47502-02637 クダラ医院 〒553-0007 06-6461-4357百濟　尊彦 百濟　尊彦 平11. 5.28内   診療所
     大阪市福島区大開一丁目１５番２常　勤:    1 継承 現存
     ８号 (医       1) 平29. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47602-02645 松下医院 〒553-0007 06-6461-0288松下　正幸 松下　正幸 平11.11. 1内   小   診療所
     大阪市福島区大開二丁目１番１７常　勤:    1 継承 現存
     号松下ビル１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47702-02652 医療法人成基会　相坂〒553-0002 06-6452-2022医療法人　成基会　理相坂　章爾 平12. 1. 1外   内   胃  診療所
     クリニック 大阪市福島区鷺洲二丁目１２番２常　勤:    1事長　相坂　章爾 組織変更 皮   リハ 現存
     ０号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47802-02694 藤田クリニック 〒553-0003 06-4797-3636藤田　峻作 藤田　峻作 平12.10. 1内   診療所
     大阪市福島区福島七丁目６番４号常　勤:    1 新規 現存
     　宮川ビル３階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47902-02710 まさこレディースクリ〒553-0004 06-6459-5277霞　雅子 霞　雅子 平13. 7. 1婦   産   内  診療所
     ニック 大阪市福島区玉川四丁目３番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48002-02728 飯田眼科医院 〒553-0007 06-6465-8887塚本　光雄 塚本　光雄 平13. 8. 7眼   診療所
     大阪市福島区大開一丁目１４番５常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平25. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48102-02736 医療法人　塚本眼科ク〒553-0006 06-6461-5888医療法人　塚本眼科ク塚本　尚哉 平13.12. 1眼   診療所
     リニック 大阪市福島区吉野三丁目２１番１常　勤:    1リニック　理事長　塚 新規 現存
     号 (医       1)本　尚哉 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48202-02751 医療法人愛幸会　くま〒553-0004 06-6446-6006医療法人愛幸会　理事木畑　正彦 平14. 3. 1内   小   リハ診療所
     だ内科・小児科クリニ大阪市福島区玉川四丁目６番１１常　勤:    1長　熊田　幸江 移転 現存
     ック 号 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48302-02769 江頭医院 〒553-0004 06-6444-6733江頭　明盛 江頭　明盛 平14. 6. 1内   胃   診療所
     大阪市福島区玉川三丁目６番１４常　勤:    1 新規 現存
     号グランドヴィラ玉川１階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48402-02785 しょうのメンタルクリ〒553-0003 06-6455-6756生野　宏和 生野　宏和 平14.12. 1心内 神   精  診療所
     ニック 大阪市福島区福島二丁目８番２２常　勤:    1 新規 現存
     号福田ビル３階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48502-02793 医療法人　猿渡レディ〒553-0007 06-6461-9059医療法人猿渡レディス猿渡　善治 平15. 1. 1産婦 内   診療所
     スクリニック 大阪市福島区大開一丁目２番４号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)猿渡　善治 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48602-02801 山本皮膚科医院 〒553-0003 06-6455-7171阪田　昭 阪田　昭 平15. 4. 1皮   診療所
     大阪市福島区福島七丁目６番４号常　勤:    1 継承 現存
     宮川ビル５階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48702-02819 野田診療所 〒553-0005 06-6461-6770福島医療生活協同組合小濱　讓次 平15. 4. 1内   呼   消  診療所
     大阪市福島区野田三丁目１３番４常　勤:    1　理事長　坪井　明人 組織変更 循   小   リハ現存
     ４号 (医       1) 平27. 4. 1放   
     非常勤:    4
     (医       4)
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  48802-02868 医療法人好輝会　梶本〒553-0003 06-6451-9010医療法人好輝会　理事梶本　好輝 平15.12. 1内   皮   診療所
     クリニック 大阪市福島区福島七丁目６番１３常　勤:    2長　梶本　好輝 移転 現存
     号上福島ビル (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48902-02876 医療法人臨研会　今川〒553-0003 06-6442-9780医療法人臨研会　理事今川　正樹 平16. 1. 1精   神   神内診療所
     クリニック 大阪市福島区福島六丁目４番１０常　勤:    1長　今川　正樹 組織変更 心内 現存
     号ウエストビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49002-02884 渡辺医院 〒553-0003 06-6441-5323渡 　裕之 渡 　裕之 平16.10. 1内   診療所
     大阪市福島区福島四丁目５番５８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49102-02892 田中耳鼻咽喉科 〒553-0006 06-4804-8741田中　亜矢樹 田中　亜矢樹 平16.12. 1耳い アレ 診療所
     大阪市福島区吉野三丁目２１番２常　勤:    1 新規 現存
     ６号メゾン西梅田１階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49202-02934 林クリニック 〒553-0001 06-6458-6328林　為仁 林　為仁 平17. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市福島区海老江七丁目２０番常　勤:    1 継承 整外 リハ 眼  現存
     ８号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49302-02967 医療法人　千扇会　は〒553-0002 06-6453-4187医療法人　千扇会　理八田　千広 平17. 7. 1耳い 気食 診療所
     った耳鼻咽喉科 大阪市福島区鷺洲五丁目６番６９常　勤:    1事長　八田　千広 組織変更 現存
     号フローレンスヴィラさぎす１階(医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49402-02991 あおやま医院 〒553-0005 06-6462-3778青山　晃子 青山　晃子 平17.10. 1内   小   皮  診療所
     大阪市福島区野田六丁目５番４１常　勤:    1 新規 放   現存
     号リバーガーデン福島Ｎ－１０２(医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49502-03007 みなみ整形外科 〒553-0002 06-6452-1588南　幸作 南　幸作 平17.11. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪市福島区鷺洲三丁目７番２７常　勤:    1 新規 現存
     号　東海ビル１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49602-03015 耳鼻咽喉科ふじい医院〒553-0004 06-6449-8799藤井　和敏 藤井　和敏 平17.11. 1耳い 診療所
     大阪市福島区玉川一丁目７番４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49702-03023 サギス中クリニック 〒553-0002 06-6455-1501塚本　雅子 塚本　雅子 平17.10. 1内   診療所
     大阪市福島区鷺洲二丁目５番１３常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49802-03031 浄正診療所 〒553-0003 06-6451-0565井伊　 彦 井伊　 彦 平18. 1. 1内   外   皮  診療所
     大阪市福島区福島二丁目１０番２常　勤:    1 継承 小   リハ 現存
     ３号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49902-03049 岡田皮膚科 〒553-0003 06-6450-1900岡田　奈津子 岡田　奈津子 平18. 5. 1皮   診療所
     大阪市福島区福島一丁目３番１１常　勤:    1 新規 現存
     号サンアールビル１１号館２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50002-03080 中之島クリニック 〒553-0003 06-6451-6100医療法人知音会　理事田邉　卓爾 平19. 8. 1内   放   神内診療所
     大阪市福島区福島二丁目１番２号常　勤:    2長　田邉　卓爾 新規 現存
     (医       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50102-03098 中島小児科診療院 〒553-0007 06-6466-1500中島　滋郎 中島　滋郎 平19.11. 1小   診療所
     大阪市福島区大開二丁目３番５号常　勤:    1 新規 現存
     カンザキビル２階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50202-03106 ササベ眼科 〒553-0003 06-6453-8398笹部　雄彦 笹部　雄彦 平19.12. 1眼   診療所
     大阪市福島区福島七丁目６番２３常　勤:    1 新規 現存
     号日の出ビル４階４０３号室 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50302-03114 医療法人悠弘会　愛和〒553-0003 06-6458-1571医療法人悠弘会　理事秦　宗弘 平20. 1. 1内   循   消  診療所
     クリニック 大阪市福島区福島七丁目４番１６常　勤:    1長　秦　宗弘 組織変更 呼   リハ 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50402-03163 水都メディカルクリニ〒553-0003 06-6451-9020升川　健司 升川　健司 平20. 6. 1内   診療所
     ック 大阪市福島区福島一丁目１番５１常　勤:    1 新規 現存
     号堂島クロスウォーク４０３号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50502-03205 やまなかクリニック 〒553-0001 06-6343-8700山中　幹基 山中　幹基 平21. 5. 1ひ   診療所
     大阪市福島区海老江二丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50602-03213 医療法人健昌会　福島〒553-0004 06-6443-4513医療法人健昌会　理事近藤　澄夫 平21. 5. 1内   脳外 心内診療所
     診療所 大阪市福島区玉川二丁目１２番１常　勤:    2長　近藤　澄夫 新規 現存
     ６号 (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50702-03221 北浦クリニック 〒553-0003 06-6455-2768北浦　大作 北浦　大作 平21. 5. 1精   心内 診療所
     大阪市福島区福島七丁目６番２３常　勤:    1 新規 現存
     号日の出ビル４階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50802-03247 医療法人　眞愛会　伊〒553-0003 06-6453-4125医療法人眞愛会　理事伊東　信久 平21. 7. 1整外 形外 診療所
     東くりにっく 大阪市福島区福島一丁目１番５１常　勤:    1長　伊東　信久 組織変更 現存
     号堂島クロスウォーク４０４Ｂ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50902-03254 医療法人出真会　たく〒553-0006 06-6465-4112医療法人出真会　理事秦泉寺　巧 平21. 9. 1皮   形外 アレ診療所
     み皮フ科 大阪市福島区吉野三丁目１２番２常　勤:    1長　秦泉寺　巧 組織変更 現存
     ５号三興ビル１０１号室 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51002-03262 医療法人弘正会　ちも〒553-0005 06-6467-5200医療法人弘正会　理事千森　弘子 平22. 2. 1内   産   婦  診療所
     りメディカルクリニッ大阪市福島区野田三丁目１２番１常　勤:    1長　千森　弘子 移転 リハ 現存
     ク ４号ソフィアコート野田１階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51102-03270 上田内科・循環器内科〒553-0002 06-6453-8567上田　修司 上田　修司 平22. 3. 1内   循   麻  診療所
     医院 大阪市福島区鷺洲二丁目１２番１常　勤:    1 継承 現存
     ８号フェリーチェ福島北１階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51202-03296 医療法人　よこいクリ〒553-0004 06-6445-1125医療法人よこいクリニ横井　秀保 平22. 7. 1内   麻   診療所
     ニック 大阪市福島区玉川四丁目１０番４常　勤:    1ック　理事長　横井　 組織変更 現存
     号ラフィーネＳＵＮｉ１階 (医       1)秀保 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51302-03320 医療法人　むらた整形〒553-0005 06-6459-7707医療法人　むらた整形村田　光正 平23. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     外科クリニック 大阪市福島区野田三丁目１３番３常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 外   現存
     ５号メルヴェイユＪＲ野田駅前１(医       1)長　村田　光正 平29. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51402-03338 堂島リーガクリニック〒553-0003 06-6225-8231成宮　靖二 成宮　靖二 平23. 3. 1内   診療所
     大阪市福島区福島一丁目１番１２常　勤:    1 新規 現存
     号堂島リバーフォーラム４階北 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51502-03361 医療法人桜峰会　本場〒553-0005 06-6469-7535医療法人桜峰会　理事八尾　宜明 平24. 8. 1内   診療所
     診療所 大阪市福島区野田１－１－８６中常　勤:    1長　香川　圭爾 新規 現存
     央市場管理棟４階 (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    56 頁

  51602-03387 大阪スキンマニアクリ〒553-0003 06-6343-7371安井　敬子 安井　敬子 平24.10. 1皮   アレ 形外診療所
     ニック 大阪市福島区福島７丁目６番２３常　勤:    1 新規 現存
     号日の出ビル５階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51702-03395 医療法人　芳朱会　前〒553-0007 06-6464-1527医療法人　芳朱会　理前田　憲作 平25. 1. 1内   小   循  診療所
     田ファミリークリニッ大阪市福島区大開３丁目１番２号常　勤:    1事長　前田　憲作 組織変更 皮   現存
     ク 野田パークマンション１２６号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51802-03403 なかえびえ整形外科 〒553-0001 06-6345-3553金　柄志 金　柄志 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市福島区海老江５丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51902-03411 てらい眼科 〒553-0002 06-6453-5580寺井　実知子 寺井　実知子 平25. 7. 1眼   診療所
     大阪市福島区鷺洲４丁目３－２３常　勤:    1 新規 現存
     福島スカイハイツ１０５号室 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52002-03437 医療法人　泰明堂　福〒553-0003 06-6136-3001医療法人　泰明堂　理 山　泰明 平26. 1. 1眼   診療所
     島アイクリニック 大阪市福島区福島５丁目６番１６常　勤:    2事長　 山　泰明 組織変更 現存
     号 (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52102-03452 耳鼻咽喉科　長谷川ク〒553-0006 06-6464-3387長谷川　陽一 長谷川　陽一 平26. 9. 1耳い アレ 皮  診療所
     リニック 大阪市福島区吉野５－１４－１２常　勤:    2 新規 小   現存
     (医       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52202-03460 くらます耳鼻咽喉科ク〒553-0003 06-6343-3387倉増　俊宏 倉増　俊宏 平26. 9. 1耳い アレ 診療所
     リニック 大阪市福島区福島１丁目１番５１常　勤:    1 組織変更 現存
     堂島クロスウォーク４階 (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52302-03478 森山眼科 〒553-0005 06-6461-0723森山　穂積 森山　穂積 平26. 9. 1眼   診療所
     大阪市福島区野田３丁目１６番５常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52402-03486 いまだ整形外科クリニ〒553-0001 06-6131-6658今田　直紀 今田　直紀 平27. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 大阪市福島区海老江１丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号阪神野田駅前ノースサイドビ(医       1) 平27. 3. 1
     ル２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52502-03528 医療法人　池澤クリニ〒553-0006 06-6940-6506医療法人池澤クリニッ池澤　浩二 平27. 7. 1心内 精   内  診療所
     ック 大阪市福島区吉野１丁目１０番１常　勤:    1ク　理事長　池澤　浩 組織変更 現存
     ３号ＮＴビル５階 (医       1)二 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52602-03536 医療法人清医会　三上〒553-0006 06-6466-3813医療法人清医会　理事三上　由紀子 平27.10. 5内   透析 診療所
     クリニック第一分院 大阪市福島区吉野４丁目１４番１常　勤:    2長　三上　修司 移転 現存
     号 (医       2) 平27.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52702-03544 寛友会クリニック 〒553-0004 06-6444-7788橋弥　尚孝 橋弥　尚孝 平28. 2. 1放   内   診療所
     大阪市福島区玉川２丁目１２番－常　勤:    1 組織変更 現存
     ２４号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52802-03551 おかやまクリニック 〒553-0003 06-6454-8866岡山　孝政 岡山　孝政 平28. 5. 1心内 精   診療所
     大阪市福島区福島七丁目６番４号常　勤:    1 移転 現存
     宮川ビル３階Ａ室 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52902-03569 医療法人隆由会　整形〒553-0006 06-6465-1177医療法人隆由会　理事菅　豊明 平28. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     外科りゅうゆう会クリ大阪市福島区吉野５丁目１４番１常　勤:    2長　大瀧　隆博 新規 内   現存
     ニック ２号 (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53002-03585 やまぐち大人の発達ク〒553-0001 06-6225-8082山口　誠 山口　誠 平28.12. 1精   診療所
     リニック 大阪市福島区海老江７丁目２番４常　勤:    1 新規 現存
     ３号あさひビル９Ｆ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53102-03593 よつばこころと体のク〒553-0003 06-6136-5060法水　尚子 法水　尚子 平29. 2. 7心内 精   診療所
     リニック 大阪市福島区福島５丁目６番３３常　勤:    1 継承 現存
     号井上ビル２階 (医       1) 平29. 2. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53202-03601 医療法人景福会　福井〒553-0003 06-6442-8165医療法人景福会　理事福井　信 平29. 3. 1内   胃   診療所
     内科胃腸科クリニック大阪市福島区福島七丁目１９番１常　勤:    1長　福井　信 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53302-03619 おおしもクリニック 〒553-0003 06-4796-7561大下　朋成 大下　朋成 平29. 4. 1内   小   精  診療所
     大阪市福島区福島５丁目１６－１常　勤:    1 移転 現存
     ５福島宮脇ビル　３階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53402-03627 糖尿病・代謝内科　宮〒553-0003 06-6457-1020宮田　哲 宮田　哲 平29. 7. 1内   診療所
     田クリニック 大阪市福島区福島５丁目１７番２常　勤:    1 新規 現存
     １号　池田ビル５階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53502-03635 医療法人英仁会　大阪〒553-0007 06-6465-4108医療法人英仁会　理事芝　英一 平29. 9. 5一般        11診療所
     ブレストクリニック 大阪市福島区大開１丁目１３番８常　勤:    9長　芝　英一 移転 外   婦   形外現存
     号 (医       9) 平29. 9. 5放   リハ 麻  
     非常勤:    1 病理 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53602-03643 医療法人慶心会　なか〒553-0006 06-4803-8866医療法人慶心会　理事中山　訓宏 平29. 9. 1眼   診療所
     やま眼科クリニック 大阪市福島区吉野一丁目２１番７常　勤:    1長　中山　訓宏 組織変更 現存
     号センチュリーハイツＯ．Ｈ１階(医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53702-03650 医療法人優幸会　中村〒553-0003 06-6455-8755医療法人優幸会　理事中村　幸生 平29. 9. 1内   外   診療所
     クリニック 大阪市福島区福島七丁目６番２３常　勤:    1長　中村　幸生 組織変更 現存
     号日の出ビル３０３号 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53802-03668 よしの内科クリニック〒553-0002 06-6451-7149吉野　 哉 吉野　 哉 平29.11. 1内   消   診療所
     大阪市福島区鷺洲１－７－２９パ常　勤:    1 新規 現存
     レット１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53902-03676 こどもクリニックきじ〒553-0003 06-6131-9857貴島　祐 貴島　祐 平30. 3. 5小   アレ 内  診療所
     ま 大阪市福島区福島５丁目６番１６常　勤:    1 新規 現存
     号－４Ｆ (医       1) 平30. 3. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54002-03684 医療法人笑顔会　福島〒553-0006 06-6147-4400医療法人笑顔会　理事坂口　海雲 平30. 3. 1内   循   診療所
     吉野スマイル内科・循大阪市福島区吉野五丁目１１番２常　勤:    1長　坂口　海雲 組織変更 現存
     環器内科 ２号永和商事ビル１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54102-03692 さのこどもクリニック〒553-0001 06-6940-6105佐野　哲也 佐野　哲也 平30. 3. 1小   診療所
     大阪市福島区海老江１丁目２番１常　勤:    1 継承 現存
     ７号阪神野田駅前ノースサイドビ(医       1) 平30. 3. 1
     ル３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54202-03700 医療法人　あさひ耳鼻〒553-0001 06-6452-3387医療法人あさひ耳鼻咽八谷　和孝 平30. 3. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科 大阪市福島区海老江一丁目２番１常　勤:    1喉科　理事長　八谷　 組織変更 現存
     ７号阪神野田駅前ノースサイドビ(医       1)和孝 平30. 3. 1
     ル１Ｆ
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  54302-03718 えんどう　こどもの心〒553-0006 06-6448-7600遠藤　健次 遠藤　健次 平30. 5. 1精   診療所
     　診療所 大阪市福島区吉野２丁目１４－４常　勤:    1 新規 現存
     窪田ビル２０１号室 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54403-00449 医療法人一祐会　藤本〒572-0838 072-824-1212医療法人　一祐会　理藤本　明久 昭36. 4. 1一般        98病院
     病院 寝屋川市八坂町２番３号 常　勤:   17事長　藤本　明久 新規 その他      52現存
     (医      17) 平30. 4. 1内   循   消  
     非常勤:   36 外   整外 脳外
     (医      36) 産婦 麻   リハ
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科、内視鏡
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54503-00498 一般財団法人　大阪府〒572-0854 072-821-4781一般財団法人　大阪府藤井　隆 昭32.10. 1一般        62病院
     結核予防会　大阪病院寝屋川市寝屋川公園２２７６－１常　勤:   14結核予防会　理事長　 新規 療養        41現存
     (医      14)増田　國次 平29.10. 1結核        30
     非常勤:   18 その他      18
     (医      18) 内   呼内 循  
     消   外   呼外
     整外 麻   放  
     アレ リハ こう
     皮   神内 ひ  
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54603-00993 陰山医院 〒572-0080 072-831-7050 昭41.11. 1内   外   産婦診療所
     寝屋川市香里北之町１２番１４号常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54703-01447 丸井小児科 〒572-0029 072-832-1320丸井　亮子 丸井　亮子 昭44.11. 1内   小   診療所
     寝屋川市寿町１４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54803-01611 頼医院 〒572-0014 072-823-2369頼　国壤 頼　国壤 昭45.11. 1外   内   小  診療所
     寝屋川市八幡台１番２３号 常　勤:    2 新規 耳い 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54903-01868 髙橋耳鼻咽喉科小児科〒572-0054 072-829-9897髙橋　正彦 髙橋　正彦 昭47. 5. 1小   耳い 診療所
     医院 寝屋川市下神田町９番１０号 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
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  55003-02007 寝屋川市立肢体不自由〒572-0853 072-823-6287寝屋川市長　北川　法樋口　智子 昭48. 6. 1内   小   整外診療所
     児通園施設あかつき園寝屋川市大谷町６番１号 常　勤:    1夫 リハ 現存
     診療所 (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55103-02056 エクセディクリニック〒572-0822 072-824-7488株式会社エクセディ　西澤　均 昭39. 3. 1内   心内 歯  診療所
     (03-62056 ) 寝屋川市木田元宮一丁目１－１ 常　勤:    1代表取締役　久川　秀 新規 現存
     (医       1)仁 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       3)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55203-02155 河野内科 〒572-0006 072-833-7359河野　能治 河野　能治 昭50. 8. 1内   循   診療所
     寝屋川市美井元町１５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55303-02213 社会福祉法人　百丈山〒572-0002 072-833-0008社会福祉法人百丈山合拜殿　未央 昭51. 4. 1内   診療所
     合掌会診療所 寝屋川市成田東が丘２８番７号 常　勤:    1掌会　理事長　川嶋　 新規 現存
     (医       1)成太郎 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55403-02270 倉医院 〒572-0837 072-823-3309倉　尚哉 倉　尚哉 昭51. 4. 5内   診療所
     寝屋川市早子町７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55503-02338 山谷医院 〒572-0047 072-828-0701山谷　陽一郎 山谷　陽一郎 昭52. 2. 1内   外   皮  診療所
     寝屋川市大利元町１４番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55603-02361 社会福祉法人栄光会　〒572-0039 072-828-1765社会福祉法人栄光会　伊藤　彰彦 昭52. 6. 1内   眼   診療所
     寝屋川十字の園付属診寝屋川市池田三丁目１番３３号 常　勤:    2理事長　山田　和広 新規 現存
     療所 (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55703-02379 上村内科 〒572-0815 072-821-6645上村　紀志雄 上村　紀志雄 昭52. 6. 1内   消   小  診療所
     寝屋川市河北東町８の３ 常　勤:    1 継承 皮   放   リハ現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55803-02395 医療法人協仁会　小松〒572-0015 072-823-1521医療法人協仁会　理事一番ケ瀬　明 昭52. 8. 1一般       190病院
     (03-62395 ) 病院 寝屋川市川勝町１１番６号 常　勤:   40長　井谷　敬治 移転 内   呼内 消  現存
     (医      35) 平28. 8. 1外   放   循  
     (歯       5) 小   眼   整外
     非常勤:    7 皮   ひ   耳い
     (医       5) リハ リウ 歯  
     (歯       2) 歯外 麻   アレ
     神内 
     内科、消化器外
     科、消化器内科
     、外科、循環器
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55903-02403 寝屋川市立総合福祉セ〒572-0036 072-824-1181寝屋川市長　北川　法桝田　理 昭53. 2. 1整外 内   診療所
     ンター診療所 寝屋川市池田西町２８番２２号 常　勤:    1夫 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56003-02429 山野井内科 〒572-0022 072-834-5577山野井　丈人 山野井　丈人 昭53. 4. 1内   小   診療所
     寝屋川市緑町５番８号イオンモー常　勤:    1 新規 現存
     ル寝屋川２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56103-02478 石川整形外科 〒572-0082 072-833-3332石川　清剛 石川　清剛 昭53. 7. 1一般        15診療所
     寝屋川市香里本通町２番１号 常　勤:    1 新規 整外 内   外  現存
     (医       1) 平29. 7. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56203-02502 真野医院 〒572-0067 072-838-2320真野　史郎 真野　史郎 昭54. 3. 1一般    診療所
     寝屋川市宝町１８－２６ 常　勤:    1 新規 内   婦   小  現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56303-02544 谷村皮フ泌尿器科 〒572-0084 072-832-0333谷村　実一 谷村　実一 昭54. 6. 1皮   ひ   アレ診療所
     寝屋川市香里南之町２０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56403-02593 高橋医院 〒572-0016 072-824-3734高橋　邦子 高橋　邦子 昭54.12. 1内   小   診療所
     寝屋川市国松町１６番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56503-02650 医療法人和敬会　寝屋〒572-0051 072-827-1001医療法人和敬会　理事津田　信幸 昭55. 4. 1一般        60病院
     川南病院 寝屋川市高柳一丁目１番１７号 常　勤:    4長　工藤　惠康 組織変更 内   小   消  現存
     (医       4) 平28. 4. 1循   呼内 アレ
     非常勤:   26 放   リハ 
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56603-02668 長谷川内科医院 〒572-0825 072-824-6187長谷川　昌三 長谷川　昌三 昭55. 9. 1内   胃   循  診療所
     寝屋川市萱島南町１５番１０号 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56703-02759 高橋診療所 〒572-0071 072-834-5670高橋　吉政 高橋　吉政 昭56. 7. 1内   胃   小  診療所
     寝屋川市豊里町１２番１４号 常　勤:    1 新規 皮   リハ 放  現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56803-02841 社会福祉法人香西会　〒572-0089 072-833-2610社会福祉法人香西会　樋口　宗哉 昭58. 5. 1内   循   胃  診療所
     特別養護老人ホーム　寝屋川市香里西之町１４番２４号常　勤:    1理事長　田村　文子 新規 精   現存
     香西園附属診療所 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56903-02999 中村小児科 〒572-0084 072-831-6656中村　文夫 中村　文夫 昭60. 1. 1小   アレ 診療所
     寝屋川市香里南之町２８番２４－常　勤:    1 新規 現存
     ２０６号トーカンマンション２Ｆ(医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57003-03047 三木医院 〒572-0075 072-828-1317三木　善次 三木　善次 昭60. 4. 1内   リハ 放  診療所
     寝屋川市葛原二丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57103-03161 医療法人毅峰会　青樹〒572-0022 072-833-8810医療法人毅峰会　理事田嶋　健一郎 昭62. 2. 1一般        78病院
     会病院 寝屋川市緑町４７番７号 常　勤:    6長　吉田　直正 組織変更 内   消   循  現存
     (医       6) 平29. 2. 1呼内 皮   放  
     非常勤:   21 整外 
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57203-03187 あらき内科 〒572-0802 072-822-2001荒木　克明 荒木　克明 昭62. 5. 1内   呼   胃  診療所
     寝屋川市打上宮前町６番１４号 常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57303-03195 社会福祉法人忠恕福祉〒572-0815 072-823-5100社会福祉法人　忠恕福久保　信二 昭62. 7. 1内   外   診療所
     会特別養護老人ホーム寝屋川市河北東町１８番１号 常　勤:    1祉会　理事長　松下　 新規 現存
     　かわきた園診療所 (医       1)孝 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57403-03245 大屋医院 〒572-0847 072-820-1155大屋　正章 大屋　正章 昭63. 5. 1内   外   こう診療所
     寝屋川市高宮新町２７番７号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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  57503-03278 清水医院 〒572-0051 072-827-8118清水　裕之 清水　裕之 昭63.10. 1内   胃   外  診療所
     寝屋川市高柳七丁目１１番１号 常　勤:    1 移転 リハ 放   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57603-03302 医療法人　森田医院 〒572-0832 072-821-0446医療法人森田医院　理森田　真也 昭64. 1. 1内   皮   リハ診療所
     寝屋川市本町２４番１４号 常　勤:    1事長　森田　真也 組織変更 他   現存
     (医       1) 平28. 1. 1糖尿病・代謝・
     内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57703-03351 医療法人内田会　内田〒572-0827 072-822-1330医療法人内田会　理事内田　和宏 昭42. 5. 1内   呼   アレ診療所
     クリニック 寝屋川市萱島本町５番８号 常　勤:    1長　内田　和宏 組織変更 耳い 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57803-03385 医療法人　後藤耳鼻咽〒572-0084 072-832-7060医療法人後藤耳鼻咽喉後藤　和彦 平元. 7. 1耳い 診療所
     喉科 寝屋川市香里南之町２８番２４－常　勤:    1科　理事長　後藤　和 組織変更 現存
     ２０２号トーカンマンション香里(医       1)彦 平28. 7. 1
     園駅前２階２０２号室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57903-03393 医療法人　嶋元医院 〒572-0811 072-823-2543医療法人嶋元医院　理嶋元　純夫 昭59.10. 1内   胃   診療所
     寝屋川市楠根南町２８番１０号 常　勤:    2事長　嶋元　純夫 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58003-03401 医療法人　清水小児科〒572-0043 072-828-2688医療法人清水小児科　清水　寛 昭58.11. 1小   診療所
     寝屋川市錦町８番２２号 常　勤:    1理事長　清水　寛 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58103-03419 医療法人慈眼会　武田〒572-0084 072-834-5325医療法人慈眼会　理事武田　俊彦 昭59. 9. 1眼   診療所
     眼科 寝屋川市香里南之町２８番２４－常　勤:    1長　武田　俊彦 組織変更 現存
     ２０３号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58203-03443 医療法人道仁会　道仁〒572-0066 072-827-1951医療法人道仁会　理事宮﨑　悦子 平元. 7. 1一般        42病院
     病院 寝屋川市仁和寺町３１番１号 常　勤:    3長　宮﨑　悦子 組織変更 療養        20現存
     (医       3) 平28. 7. 1外   整外 リハ
     非常勤:   43 リウ 放   麻  
     (医      43) こう 内   消  
     胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58303-03468 中條内科皮膚科 〒572-0082 072-832-5875中條　鉄子 中條　鉄子 平元.12. 1内   皮   リハ診療所
     寝屋川市香里本通町１０番１４号常　勤:    1 新規 現存
     龍宝マンション１階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58403-03484 医療法人　柳原医院 〒572-0043 072-826-0476医療法人柳原医院　理栁原　仁 平 2. 1. 1一般    診療所
     寝屋川市錦町１番１号 常　勤:    2事長　栁原　仁 組織変更 産婦 内   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58503-03526 医療法人　青山医院 〒572-0826 072-823-1526医療法人青山医院　理青山　司 平 2. 7. 1内   小   耳い診療所
     寝屋川市南水苑町１６番１５号 常　勤:    2事長　青山　司 組織変更 循   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58603-03542 医療法人　楠医院 〒572-0029 072-833-1383医療法人楠医院　理事楠　健二 平 2. 7. 1一般        19診療所
     寝屋川市寿町５５番３１号 常　勤:    1長　楠　健二 組織変更 内   皮   ひ  現存
     (医       1) 平29. 7. 1リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58703-03567 染野クリニック 〒572-0829 072-839-1937染野　吉晃 染野　吉晃 平 2.11. 1内   胃   外  診療所
     寝屋川市萱島信和町２１番３６号常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58803-03583 医療法人　上田内科 〒572-0042 072-826-0045医療法人上田内科　理上田　泰輔 平 3. 1. 1内   リハ 消  診療所
     寝屋川市東大利町１４番３２号 常　勤:    2事長　上田　泰輔 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58903-03591 医療法人　加賀眼科医〒572-0837 072-822-0852医療法人加賀眼科医院加賀　典雄 平 3. 4. 1眼   診療所
     院 寝屋川市早子町２１番６号 常　勤:    1　理事長　加賀　典雄 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59003-03609 医療法人長尾会　ねや〒572-0854 072-822-3561医療法人　長尾会　理長尾　喜一郎 平 3. 4. 1精神       267病院
     (03-63609 ) 川サナトリウム 寝屋川市寝屋川公園２３７０番地常　勤:   10事長　長尾　喜一郎 移転 精   神内 心内現存
     ６ (医       9) 平30. 4. 1内   循   放  
     (歯       1) リハ 歯   
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59103-03666 特別養護老人ホーム　〒572-0856 072-824-0345社会福祉法人東和福祉樋野　剛司 平 4. 2. 1内   胃   診療所
     寝屋川苑付属診療所 寝屋川市宇谷町１番３６号 常　勤:    1会　理事長　川口　幸 新規 現存
     (医       1)男 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59203-03682 梅田外科 〒572-0019 072-833-1129松井　陽一 松井　陽一 平 4. 6. 1外   消   整外診療所
     寝屋川市三井南町２９番３号 常　勤:    1 新規 小外 こう 皮ひ現存
     (医       1) 平28. 6. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    65 頁

  59303-03708 医療法人　佐野内科 〒572-0831 072-821-0022医療法人佐野内科　理佐野　萬瑳壽 平 4. 7. 1内   消   循  診療所
     寝屋川市豊野町１５番８号 常　勤:    1事長　佐野　萬瑳壽 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59403-03716 医療法人　藤野医院 〒572-0085 072-831-0760医療法人藤野医院　理千代　博子 平 4. 7. 1小   内   整外診療所
     寝屋川市香里新町２０番１４号 常　勤:    1事長　千代　博子 組織変更 外   皮   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59503-03724 医療法人　早川診療所〒572-0076 072-838-0038医療法人早川診療所　早川　貫治 平 5. 1. 1内   呼   循  診療所
     寝屋川市仁和寺本町四丁目９番２常　勤:    1理事長　早川　貫治 組織変更 小   現存
     号大裕ハイツ仁和寺１０１号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59603-03765 さかぐち診療所 〒572-0832 072-824-8128坂口　知香子 坂口　知香子 平 5.11. 1内   小   診療所
     寝屋川市本町１５番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59703-03799 医療法人　はたて医院〒572-0043 072-826-8977医療法人はたて医院　旗手　裕 平 6. 1. 1内   胃   外  診療所
     寝屋川市錦町１９番１号 常　勤:    1理事長　旗手　裕 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59803-03815 医療法人　新田整形外〒572-0011 072-823-7888医療法人新田整形外科新田　望 平 6. 5. 1整外 リハ 皮  診療所
     科 寝屋川市明徳１－１４－１５ 常　勤:    1　理事長　新田　望 移転 神   心内 アレ現存
     (医       1) 平30. 5. 1リウ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59903-03823 黒沢整形外科 〒572-0013 072-823-1187黒澤　克也 黒澤　克也 平 6. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     寝屋川市三井が丘四丁目１３番１常　勤:    1 新規 外   皮   現存
     ０号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60003-03831 鳴澤医院 〒572-0035 072-826-0795鳴澤　博昭 鳴澤　博昭 平 6. 8. 1内   診療所
     寝屋川市池田旭町１８番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60103-03864 医療法人拓真会　東診〒572-0066 072-828-7708医療法人拓真会東診療東　登伎雄 平 7. 1. 1ひ   皮   内  診療所
     療所 寝屋川市仁和寺町３１番５０号 常　勤:    1所　理事長　東　登伎 組織変更 放   現存
     (医       1)雄 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60203-03914 みつたけ整形外科 〒572-0064 072-826-2258光武　宏 光武　宏 平 7. 8. 1整外 リハ 外  診療所
     寝屋川市対馬江東町１１番８号対常　勤:    1 新規 現存
     馬江ビル２階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60303-03922 医療法人　谷口クリニ〒572-0085 072-833-8100医療法人　谷口クリニ谷口　康彦 平 7. 8.10内   皮   リハ診療所
     (03-63922 ) ック 寝屋川市香里新町２６番３号 常　勤:    2ック　理事長　谷口　 移転 歯   現存
     (医       1)康彦 平28. 8.10
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60403-04003 医療法人　ひえじま医〒572-0086 072-834-1588医療法人ひえじま医院日衛嶋　禎介 平 8. 1. 1小   内   診療所
     院 寝屋川市松屋町１０番２６号 常　勤:    1　理事長　日衛嶋　禎 組織変更 現存
     (医       1)介 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60503-04011 医療法人晃仁会　吉岡〒572-0838 072-822-7551医療法人晃仁会吉岡皮吉岡　晃 平 8. 1. 1皮   アレ 診療所
     皮膚科医院 寝屋川市八坂町１４番１２号ジョ常　勤:    1膚科医院　理事長　吉 組織変更 現存
     リービルⅡ１階 (医       1)岡　晃 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60603-04029 社会医療法人山弘会　〒572-0848 072-825-2345社会医療法人山弘会　山中　吉隆 平 8. 2. 1一般       189病院
     上山病院 寝屋川市秦町１５番３号 常　勤:   21理事長　小林　卓 組織変更 脳外 内   外  現存
     (医      21) 平29. 2. 1整外 形外 麻  
     非常勤:   77 循   放   リハ
     (医      77) ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60703-04060 森内クリニック 〒572-0048 072-827-7020森内　一成 森内　一成 平 8. 7. 1心内 精   内  診療所
     寝屋川市大利町１０番１０号小林常　勤:    1 新規 現存
     ビル４０Ｅ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60803-04086 医療法人松美会　松尾〒572-0827 072-824-9191医療法人　松美会　理松尾　くる美 平 8. 7. 1眼   診療所
     眼科 寝屋川市萱島本町５番１０号 常　勤:    1事長　松尾　くる美 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60903-04094 医療法人　三家クリニ〒572-0838 072-829-2500医療法人　三家クリニ三家　英明 平 8. 7. 1精   心内 内  診療所
     ック 寝屋川市八坂町２９番１号 常　勤:    1ック　理事長　三家　 組織変更 現存
     (医       1)英明 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61003-04102 けいはん医療生活協同〒572-0019 072-835-0600けいはん医療生活協同高尾　文介 平 8.10. 1内   消   整外診療所
     組合　みい診療所 寝屋川市三井南町２０番１７号 常　勤:    1組合　理事長　戸田　 移転 リハ 皮   現存
     (医       1)伸夫 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
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  61103-04136 いちょう園診療所 〒572-0861 072-820-2200社会福祉法人　東香会髙月　權一 平 8.12. 1内   診療所
     寝屋川市打上南町１４番１号 常　勤:    1　理事長　西口　直樹 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61203-04177 吉安内科クリニック 〒572-0828 072-823-6112吉安　克仁郎 吉安　克仁郎 平 9. 4. 1内   消   循  診療所
     寝屋川市萱島桜園町１４番１０号常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61303-04185 白井皮膚科 〒572-0048 072-839-0661白井　康文 白井　康文 平 9. 4. 1皮   診療所
     寝屋川市大利町２９番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61403-04193 寝屋川石津園診療所 〒572-0026 072-839-8080社会福祉法人たちばな小山　正雄 平 9. 5. 1内   診療所
     寝屋川市石津中町３５番８号 常　勤:    1会　理事長　西邨　智 新規 現存
     (医       1)雄 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61503-04227 医療法人　おおぼしク〒572-0064 072-838-3121医療法人おおぼしクリ大星　高 平 9. 7. 1小   内   皮  診療所
     リニック 寝屋川市対馬江東町１１番８号対常　勤:    1ニック　理事長　大星 組織変更 現存
     馬江ビル２階 (医       1)　高 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61603-04235 桐野整形外科 〒572-0004 072-835-5108桐野　義則 桐野　義則 平 9. 8. 1整外 外   脳外診療所
     寝屋川市成田町２５番８号 常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61703-04243 隆光学園附属診療所 〒572-0855 072-822-0123社会福祉法人光輝会　真野　史郎 平 9. 9. 1内   精   心内診療所
     寝屋川市寝屋南二丁目１５番１号常　勤:    1理事長　北口　裕文 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61803-04276 医療法人　木下内科医〒572-0029 072-834-2536医療法人木下内科医院木下　眞一 平 9.12. 1内   胃   放  診療所
     院 寝屋川市寿町４８番１２号河瀬ビ常　勤:    1　理事長　木下　眞一 移転 リハ 現存
     ル１階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61903-04284 医療法人　中東医院 〒572-0054 072-828-2333医療法人中東医院　理中東　三裕 平10. 1. 1内   小   放  診療所
     寝屋川市下神田町３１番７号 常　勤:    1事長　中東　三裕 組織変更 リハ 皮   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    68 頁

  62003-04300 梅田皮膚科医院 〒572-0829 072-880-6226梅田　敬夫 梅田　敬夫 平10. 3. 1皮   アレ 診療所
     寝屋川市萱島信和町２５番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ハウスホルド１階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62103-04334 白井内科医院 〒572-0047 072-830-3030白井　克昌 白井　克昌 平10. 6. 1内   リハ 診療所
     寝屋川市大利元町２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62203-04359 医療法人　大山口医院〒572-0831 072-822-3353医療法人　大山口医院大山口　渥 平10. 7. 1内   小   皮  診療所
     寝屋川市豊野町１０番９号 常　勤:    1　理事長　大山口　渥 移転 呼   アレ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62303-04367 神戸医院 〒572-0836 072-821-0334神戸　尚史 神戸　尚史 平10. 8. 1内   小   診療所
     寝屋川市木田町１１番１０号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62403-04391 医療法人悠生会　西本〒572-0827 072-821-0214医療法人　悠生会　理西本　哲 平11. 1. 1整外 外   リハ診療所
     整形外科 寝屋川市萱島本町５番５号 常　勤:    1事長　西本　哲 組織変更 リウ 放   麻  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62503-04417 医療法人　元山医院 〒572-0019 072-833-1005医療法人　元山医院　元山　福祥 平11. 7. 1内   小   皮  診療所
     寝屋川市三井南町１２番３４号 常　勤:    1理事長　元山　福祥 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62603-04433 耳鼻咽喉科・アレルギ〒572-0802 072-825-8881山本　雄三 山本　雄三 平11.10. 1耳い アレ 診療所
     ー科山本医院 寝屋川市打上元町１８番１０号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62703-04441 西田クリニック 〒572-0004 072-837-6766西田　裕一 西田　裕一 平11.11. 1内   小   診療所
     寝屋川市成田町２５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62803-04466 医療法人拓真会　田中〒572-0835 072-820-0016医療法人拓真会　理事山本　浩介 平11.12. 1ひ   診療所
     クリニック 寝屋川市日之出町３番１号２階 常　勤:    1長　東　登伎雄 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62903-04474 ひ野クリニック 〒572-0047 072-828-2800樋野　剛司 樋野　剛司 平11.12. 1内   消   皮  診療所
     寝屋川市大利元町２１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
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  63003-04516 原医院 〒572-0014 072-823-3982原　拓 原　拓 平12. 4. 1内   皮   診療所
     寝屋川市八幡台１１番１６号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63103-04524 医療法人友仁会　浅井〒572-0831 072-823-1415医療法人　友仁会　浅淺井　浩 平12. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 寝屋川市豊野町３番２号田辺ビル常　勤:    1井整形外科　理事長　 組織変更 神内 現存
     １・２Ｆ (医       1)淺井　浩 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63203-04532 医療法人　平本耳鼻咽〒572-0050 072-839-3341医療法人　平本耳鼻咽平本　博之 平12. 7. 1一般    診療所
     喉科 寝屋川市黒原城内町１４番地２８常　勤:    1喉科　理事長　平本　 組織変更 耳い 現存
     号 (医       1)博之 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63303-04557 横田医院 〒572-0080 072-831-1660横田　直人 横田　直人 平12. 7. 3内   小   循  診療所
     寝屋川市香里北之町５番３０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63403-04565 影山医院 〒572-0009 072-831-5295影山　テル 影山　テル 平12.11. 1内   診療所
     寝屋川市末広町２１番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63503-04615 医療法人革島会　革島〒572-0051 072-838-2841医療法人革島会　理事革島　洋志 平13. 1. 1外   内   消  診療所
     クリニック 寝屋川市高柳二丁目２２番１４号常　勤:    2長　革島　洋志 組織変更 整外 皮   リハ現存
     (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63603-04623 医療法人大雲会　ぼく〒572-0084 072-832-6205医療法人大雲会　理事谷口　健三 平13. 1. 1外   内   胃  診療所
     医院 寝屋川市香里南之町２７番３０号常　勤:    1長　朴　鐘憲 組織変更 こう 現存
     長楽ビル２０３号 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63703-04664 医療法人社団協愛会　〒572-0834 072-823-1135医療法人社団協愛会　田根　叡 平13. 4. 1外   内   こう診療所
     協愛医院 寝屋川市昭栄町１４番８号 常　勤:    1理事長　田根　叡 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63803-04672 山本内科 〒572-0827 072-822-1608山本　敬三 山本　敬三 平13. 4. 6内   消   小  診療所
     寝屋川市萱島本町１２番１５号 常　勤:    1 継承 皮   放   現存
     (医       1) 平25. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63903-04680 柳谷医院 〒572-0042 072-827-3617柳谷　禎 柳谷　禎 平13. 6. 1内   診療所
     寝屋川市東大利町３番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
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  64003-04698 医療法人　伊藤内科ク〒572-0066 072-826-2834医療法人　伊藤内科ク伊藤　彰彦 平13. 7. 1内   小   消  診療所
     リニック 寝屋川市仁和寺町２５番８号 常　勤:    2リニック　理事長　伊 組織変更 現存
     (医       2)藤　彰彦 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64103-04714 石田クリニック 〒572-0084 072-802-8822石田　徹 石田　徹 平13. 8. 1心内 神内 精  診療所
     寝屋川市香里南之町２７番３０号常　勤:    1 新規 現存
     長楽ビル２階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64203-04748 柳谷クリニック 〒572-0048 072-827-0700栁谷　信吾 栁谷　信吾 平13.12. 1内   放   リハ診療所
     寝屋川市大利町１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64303-04805 医療法人　拓真会　仁〒572-0076 072-838-7660医療法人拓真会　理事東　拓也 平14. 5. 1一般        19診療所
     和寺診療所 寝屋川市仁和寺本町三丁目３番１常　勤:    4長　東　登伎雄 組織変更 ひ   現存
     １号 (医       3) 平26. 5. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64403-04813 医療法人　今村クリニ〒572-0028 072-837-6954医療法人　今村クリニ小森　雅永 平14. 7. 1内   小   診療所
     ック 寝屋川市日新町６番１１号 常　勤:    2ック　理事長　今村　 組織変更 現存
     (医       2)稔 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64503-04862 早川ファミリークリニ〒572-0062 072-826-2071早川　孝裕 早川　孝裕 平15. 1. 1小   内   アレ診療所
     ック 寝屋川市高柳栄町４番１８号 常　勤:    2 継承 皮   現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64603-04870 豊川クリニック 〒572-0011 072-823-7470豊川　好男 豊川　好男 平15. 4. 1内   皮   小  診療所
     寝屋川市明徳二丁目１０番Ｃ１８常　勤:    1 新規 現存
     号棟１０２号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64703-04888 医療法人徳心会　徳本〒572-0030 072-826-5505医療法人徳心会　理事徳本　浩 平15. 4. 1内   小   呼  診療所
     クリニック 寝屋川市池田本町２０番１３号ジ常　勤:    1長　徳本　浩 移転 リハ 現存
     ェイティビル１階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64803-04912 医療法人　山田クリニ〒572-0084 072-831-3917医療法人　山田クリニ山田　敬行 平15. 6. 1内   放   リハ診療所
     ック 寝屋川市香里南之町１０番２２号常　勤:    1ック　理事長　山田　 移転 現存
     (医       1)敬行 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64903-04946 医療法人河北会　河北〒572-0815 072-822-3663医療法人河北会　理事板垣　通孝 平15. 7. 1一般        40病院
     病院 寝屋川市河北東町１９番１号 常　勤:    5長　板垣　通孝 組織変更 療養       130現存
     (医       5) 平27. 7. 1内   外   整外
     非常勤:    8 皮   心内 リハ
     (医       8) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65003-04987 おくだクリニック 〒572-0858 072-880-5111奥田　好成 奥田　好成 平15.11. 1呼   循   アレ診療所
     寝屋川市打上元町１１番２３号 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65103-05000 医療法人協仁会　クリ〒572-0015 072-823-1522医療法人協仁会　理事甲斐　香 平15.12. 1内   外   整外診療所
     ニックこまつ 寝屋川市川勝町１１番１号 常　勤:    6長　井谷　敬治 新規 小   耳い 眼  現存
     (医       6) 平27.12. 1ひ   皮   アレ
     非常勤:   12 消   循   脳外
     (医      12) リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65203-05018 ますだ整形外科 〒572-0048 072-826-7414桝田　理 桝田　理 平16. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     寝屋川市大利町２９番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65303-05026 医療法人　いくまクリ〒572-0042 072-826-1133医療法人いくまクリニ生間　曻一郎 平16. 1. 1ひ   内   診療所
     ニック 寝屋川市東大利町１２番２９号 常　勤:    1ック　理事長　生間　 組織変更 現存
     (医       1)曻一郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65403-05034 医療法人　いそわクリ〒572-0062 072-838-6665医療法人いそわクリニ磯和　剛平 平16. 1. 1内   胃   外  診療所
     ニック 寝屋川市高柳栄町９番５号 常　勤:    1ック　理事長　磯和　 組織変更 現存
     (医       1)剛平 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65503-05042 医療法人　優誠会　香〒572-0085 072-832-3445医療法人　優誠会　理幕谷　薫 平16. 2. 1整外 リハ 外  診療所
     里園セントマリアクリ寝屋川市香里新町９番８号 常　勤:    1事長　伊藤　直人 新規 現存
     ニック (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65603-05059 中岡整形外科 〒572-0833 072-822-0788中岡　伸哉 中岡　伸哉 平16. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     寝屋川市初町２番７号エムウェル常　勤:    1 新規 現存
     初町ビル２階２０２ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65703-05067 やなぎはらクリニック〒572-0043 072-801-7337栁原　章 栁原　章 平16. 9. 1外   内   脳外診療所
     寝屋川市錦町１番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65803-05075 ひとみ眼科クリニック〒572-0029 072-831-5835藪根　一正 藪根　一正 平16. 9. 1眼   診療所
     寝屋川市寿町４８番１２号河瀬ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65903-05166 キムラクリニック 〒572-0838 072-825-1600木村　良博 木村　良博 平17. 5. 1精   心内 神  診療所
     寝屋川市八坂町１５番８号中川ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66003-05182 医療法人　秀浩会　ひ〒572-0063 072-815-0050医療法人　秀浩会　理平木　秀樹 平17. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     らき整形外科 寝屋川市春日町１７番２７号 常　勤:    1事長　平木　秀樹 組織変更 内   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66103-05190 医療法人　はらきた耳〒572-0033 072-826-5738医療法人　はらきた耳原北　隆 平17. 7. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 寝屋川市池田東町１０番１５号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　原 組織変更 現存
     (医       1)北　隆 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66203-05240 医療法人　伊与田内科〒572-0084 072-832-3500医療法人伊与田内科　伊與田　賢也 平17.10. 1内   消   診療所
     寝屋川市香里南之町３５番５号 常　勤:    2理事長　伊與田　賢也 移転 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66303-05257 土井クリニック 〒572-0085 072-832-1290土井　浩 土井　浩 平18. 1. 1ひ   診療所
     寝屋川市香里新町２２番１２号　常　勤:    1 新規 現存
     フィルシティ香里園１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66403-05265 安原こどもクリニック〒572-0085 072-832-2211安原　昭博 安原　昭博 平18. 1. 1小   アレ 神内診療所
     寝屋川市香里新町２６番３号 常　勤:    4 新規 精   現存
     (医       4) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66503-05281 医療法人　岩下眼科 〒572-0047 072-827-0001医療法人岩下眼科　理岩下　憲四郎 平18. 1. 1眼   診療所
     寝屋川市大利元町３番２号 常　勤:    1事長　岩下　憲四郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66603-05299 医療法人　えびな小児〒572-0857 072-811-2268医療法人　えびな小児海老名　亮二 平18. 1. 1小   アレ 診療所
     科クリニック 寝屋川市打上中町１１番８号 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　海老名　亮二 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66703-05307 医療法人　隆成会　な〒572-0833 072-824-0112医療法人　隆成会　理難波　隆一郎 平18. 1. 1胃   内   放  診療所
     んば胃腸科内科 寝屋川市初町２番７号エムウェル常　勤:    1事長　難波　隆一郎 組織変更 現存
     初町ビル１階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66803-05315 医療法人大慶会　星光〒572-0831 072-824-3333医療法人大慶会　理事川上　勝弘 平18. 1. 1一般       107病院
     病院 寝屋川市豊野町１４番５号 常　勤:    4長　山本　大悟 組織変更 整外 脳外 外  現存
     (医       4) 平30. 1. 1内   リウ リハ
     非常勤:   36 放   消   胃  
     (医      36) 循   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66903-05331 西嶋皮ふ科 〒572-0084 072-834-0002 嶋　攝子 嶋　攝子 平18. 3. 1皮   診療所
     寝屋川市香里南之町１６番１５号常　勤:    1 新規 現存
     ＪＡビル香里３階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67003-05349 ながた医院 〒572-0081 072-835-1750長田　良子 長田　良子 平18. 4. 1内   循   神内診療所
     寝屋川市東香里園町２９番１０号常　勤:    1 新規 小   現存
     香里カーサヒル１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67103-05356 特別養護老人ホーム香〒572-0029 072-832-5567社会福祉法人　広成福吉安　克仁郎 平18. 4. 1内   消   診療所
     里寿苑診療所 寝屋川市寿町３２番２０号 常　勤:    1祉会　理事長　川口　 新規 現存
     (医       1)智之 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67203-05364 医療法人　いとうレデ〒572-0802 072-880-1503医療法人　いとうレデ伊藤　文俊 平18. 7. 1一般        18診療所
     ィースこどもクリニッ寝屋川市打上中町１３番１号 常　勤:    3ィースこどもクリニッ 組織変更 産   婦   小  現存
     ク (医       3)ク　理事長　伊藤　文 平24. 7. 1
     俊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67303-05398 医療法人　雄山会　小〒572-0022 072-802-8755医療法人　雄山会　理小山　正雄 平19. 1. 1循   診療所
     山循環器クリニック 寝屋川市緑町１９番２号土佐ビル常　勤:    1事長　小山　正雄 組織変更 現存
     Ｎｏ１０ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67403-05406 医療法人　整形外科た〒572-0084 072-837-5589医療法人　整形外科た田村　彰浩 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     むらクリニック 寝屋川市香里南之町１６番８号香常　勤:    1むらクリニック　理事 組織変更 現存
     里医療介護センタービル１階 (医       1)長　田村　彰浩 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67503-05414 上野クリニック 〒572-0033 072-801-5568上野　雄司 上野　雄司 平19. 2. 1内   外   整外診療所
     寝屋川市池田東町８番１２号アド常　勤:    1 継承 現存
     ラー第２ビル１０２ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67603-05422 むらたメンタルクリニ〒572-0085 072-833-2306村田　伸文 村田　伸文 平19. 5. 1精   神   心内診療所
     ック 寝屋川市香里新町２２番地の３サ常　勤:    1 新規 現存
     ンミネマツビル２０２号室 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67703-05430 医療法人全心会　寝屋〒572-0025 072-829-3331医療法人全心会　理事南　尚文 平19. 6. 1一般        51病院
     川ひかり病院 寝屋川市石津元町１２番２０号 常　勤:    7長　切東　喜久夫 組織変更 療養        33現存
     (医       5) 平25. 6. 1外   整外 内  
     (薬       2) 胃   ひ   形外
     非常勤:   41 放   リハ 皮  
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67803-05455 医療法人　あおやま眼〒572-0826 072-811-3180医療法人あおやま眼科青山　さつき 平19. 7. 1眼   診療所
     科 寝屋川市南水苑町１６番１５号 常　勤:    1　理事長　青山　さつ 組織変更 現存
     (医       1)き 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67903-05463 医療法人　山下クリニ〒572-0829 072-821-6937医療法人山下クリニッ山下　英三郎 平19. 7. 1整外 リハ 内  診療所
     ック 寝屋川市萱島信和町１８番１２号常　勤:    1ク　理事長　山下　英 組織変更 外   現存
     (医       1)三郎 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68003-05497 渡辺産婦人科 〒572-0085 072-834-1179渡 　和彦 渡 　和彦 平20. 4. 1産婦 内   診療所
     寝屋川市香里新町１６番１５号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68103-05505 医療法人　香川クリニ〒572-0836 072-880-5522医療法人香川クリニッ香川　英生 平20. 7. 1内   リウ 診療所
     ック 寝屋川市木田町４番５号 常　勤:    1ク　理事長　香川　英 移転 現存
     (医       1)生 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68203-05513 医療法人　西野レディ〒572-0062 072-800-8824医療法人西野レディー和田　栄里子 平20. 8. 1婦   診療所
     ースクリニック 寝屋川市高柳栄町１番４号 常　勤:    1スクリニック　理事長 移転 現存
     (医       1)　和田　栄里子 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68303-05562 医療法人仁心会　ハヤ〒572-0085 072-802-8801医療法人仁心会　理事葉山　典泰 平21. 5. 1内   整外 脳外診療所
     マクリニック香里園 寝屋川市香里新町８番３号 常　勤:    1長　葉山　典泰 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68403-05588 まじま内科 〒572-0084 072-833-7534馬嶋　和雄 馬嶋　和雄 平21. 7. 1内   リハ 放  診療所
     寝屋川市香里南之町２８番２４号常　勤:    1 組織変更 現存
     －２０１号トーカンマンション香(医       1) 平27. 7. 1
     里園駅前２Ｆ 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68503-05596 社会医療法人彩樹　寝〒572-0059 072-830-2525社会医療法人彩樹　理大山　恭夫 平21. 8. 1内   循   診療所
     屋川けいじん会クリニ寝屋川市黒原新町９番６号 常　勤:    1事長　岡　博史 新規 現存
     ック (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68603-05604 社会福祉法人たちばな〒572-0026 072-839-1181社会福祉法人たちばな中村　登祝 平21.10. 1内   小   整外診療所
     会　たちばなクリニッ寝屋川市石津中町３４番２２号 常　勤:    1会　理事長　西邨　政 新規 現存
     ク (医       1)和 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68703-05612 おおはしクリニック 〒572-0032 072-839-8484大橋　紳一郎 大橋　紳一郎 平21.10. 1内   診療所
     寝屋川市北大利町１２番８号ヴィ常　勤:    1 新規 現存
     ドールＳＯＮＯビル２Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68803-05620 医療法人　北川医院 〒572-0009 072-832-1872医療法人北川医院　理北川　佳弘 平21.11. 2内   診療所
     寝屋川市末広町１６番５号 常　勤:    1事長　北川　佳弘 移転 現存
     (医       1) 平27.11. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68903-05638 形成外科・美容外科さ〒572-0838 072-820-8181佐々木　雄史 佐々木　雄史 平22. 2. 1形外 診療所
     さきクリニック 寝屋川市八坂町１５番８号中川ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69003-05646 医療法人大志会　にし〒572-0042 072-830-1133医療法人大志会　理事西浦　弘志 平22. 1. 1耳い アレ 診療所
     うら耳鼻咽喉科 寝屋川市東大利町１３番１８号 常　勤:    1長　西浦　弘志 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69103-05653 関西医科大学香里病院〒572-8551 072-832-5321学校法人関西医科大学神崎　秀陽 平22. 7. 1一般 病院
     寝屋川市香里本通町８番４５号 常　勤:   49　理事長　山下　敏夫 新規     一般   199現存
     (医      49) 平28. 7. 1内   小   外  
     非常勤:   48 整外 眼   皮  
     (医      48) ひ   婦   放  
     耳い リハ 麻  
     精   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69203-05661 松島病院 〒572-0838 072-826-5021小西　由香里 小西　由香里 平22. 9.17一般        51病院
     寝屋川市八坂町２３番２１号 常　勤:    1 継承 療養        18現存
     (医       1) 平28. 9.17内   小   精  
     非常勤:   22 神内 循   皮  
     (医      22) アレ 外   整外
     放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69303-05687 医療法人　敬明会　小〒572-0033 072-826-3350医療法人　敬明会　理小松　敏郎 平23. 1. 1眼   診療所
     松眼科 寝屋川市池田東町８番１２号アド常　勤:    1事長　小松　敏郎 組織変更 現存
     ラー第２ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69403-05703 寝屋川市立東障害福祉〒572-0863 072-823-8525寝屋川市　寝屋川市長桐野　義則 平23. 4. 1整外 診療所
     センター診療所 寝屋川市明和一丁目１３番２３号常　勤:    1　北川　法夫 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69503-05711 医療法人長尾会　長尾〒572-0853 072-812-1771医療法人長尾会　理事佐々木　徹 平23. 6. 1精   心内 内  診療所
     会クリニック 寝屋川市大谷町７番３号 常　勤:    1長　長尾　喜一郎 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69603-05752 ふくい内科クリニック〒572-0857 072-820-8788福井　秀雄 福井　秀雄 平24. 1. 1内   消   呼  診療所
     寝屋川市打上中町１１－７ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69703-05778 みやざきクリニック 〒572-0054 072-812-6604宮崎　寛史 宮崎　寛史 平24. 4. 1精   心内 神  診療所
     寝屋川市下神田町２０－１０パレ常　勤:    1 新規 現存
     下神田２０５、２０６ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69803-05786 ふじた診療所 〒572-0077 072-839-7712藤田　照夫 藤田　照夫 平24. 5. 1内   循   呼  診療所
     寝屋川市点野５丁目２－６ 常　勤:    1 移転 消   リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69903-05794 医療法人　一心会　京〒572-0829 072-830-0087医療法人　一心会　理京本　良一 平24. 7. 1耳い 診療所
     本耳鼻咽喉科 寝屋川市萱島信和町２１番３０号常　勤:    1事長　京本　良一 組織変更 現存
     シャルム萱島１０１号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70003-05802 医療法人　博信会　お〒572-0837 072-811-3111医療法人　博信会　理小澤　信一 平24. 7. 1内   診療所
     ざわ内科クリニック 寝屋川市早子町３番４６号 常　勤:    1事長　小澤　信一 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70103-05810 木下クリニック 〒572-0042 072-800-7608木下　健司 木下　健司 平24. 9. 1心内 精   診療所
     寝屋川市東大利町２－１０丸喜ビ常　勤:    1 新規 現存
     ルヂィング３Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70203-05828 村尾診療所 〒572-0827 072-822-0687篠塚　知宏 篠塚　知宏 平24. 9. 5内   循   皮  診療所
     寝屋川市萱島本町１５番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70303-05836 おぐら耳鼻咽喉科クリ〒572-0042 072-829-3417小椋　学 小椋　学 平25. 1. 1耳い アレ 診療所
     ニック 寝屋川市東大利町１０－１２ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70403-05844 医療法人　善巧会　丸〒572-0082 072-837-2232医療法人　善巧会　理丸岡　正典 平25. 1. 1内   消   診療所
     岡正典消化器内科 寝屋川市香里本通町８番地４かほ常　勤:    1事長　丸岡　正典 組織変更 現存
     りまちテラス３０１－１ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70503-05869 大阪府中央子ども家庭〒572-0838 072-828-0161大阪府知事　松井　一桐山　正成 平25. 6. 1精   小   診療所
     センター 寝屋川市八坂町２８番５号　３階常　勤:    2郎 新規 現存
     (医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70603-05877 医療法人　康真会　キ〒572-0838 072-813-7131医療法人　康真会　理木村　真聡 平25. 7. 1内   皮   外  診療所
     ムラメディカルクリニ寝屋川市八坂町２９番２号アイミ常　勤:    1事長　木村　真聡 組織変更 整外 現存
     ック ナール八坂３０３号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70703-05885 社会医療法人　弘道会〒572-0028 072-834-9000社会医療法人　弘道会金　安明 平25. 8. 1一般 病院
     (03-65885 ) 　寝屋川生野病院 寝屋川市日新町２番８号 常　勤:   21　理事長　生野　弘道 新規     一般   103現存
     (医      20) 平25. 8. 1内   消   循  
     (歯       1) 神内 透析 外  
     非常勤:   15 脳外 整外 形外
     (医      15) 婦   小   眼  
     耳い ひ   皮  
     歯   歯外 麻  
     放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70803-05919 大浦アイクリニック 〒572-0082 072-834-2314大浦　淳史 大浦　淳史 平26. 5. 1眼   診療所
     寝屋川市香里本通町８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70903-05927 いなおか耳鼻咽喉科 〒572-0855 072-880-3387稲岡　孝敏 稲岡　孝敏 平26. 5. 1耳い 診療所
     寝屋川市寝屋南２丁目１番１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２０１ (医       1) 平26. 5. 1
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  71003-05935 やまふみ整形外科医院〒572-0084 072-814-8077山本　文孝 山本　文孝 平26. 6. 1整外 リハ 診療所
     寝屋川市香里南之町３４番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71103-05950 中嶋婦人科クリニック〒572-0061 072-813-8666中嶋　達也 中嶋　達也 平26.11. 1婦   内   診療所
     寝屋川市長栄寺町１２番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71203-05976 くりはら形成外科・皮〒572-0089 072-837-1112栗原　秀徳 栗原　秀徳 平27. 4. 1形外 皮   診療所
     フ科・美容皮フ科 寝屋川市香里西之町４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71303-05984 医療法人　いわさか皮〒572-0082 072-835-8880医療法人いわさか皮フ岩阪　浩志 平27. 4. 1皮   診療所
     フ科クリニック 寝屋川市香里本通町８番地４ 常　勤:    1科クリニック　理事長 新規 現存
     (医       1)　岩阪　浩志 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71403-05992 はらだ内科クリニック〒572-0838 072-811-7733原田　直毅 原田　直毅 平27. 4. 1内   消   リハ診療所
     寝屋川市八坂町１５－８中川ビル常　勤:    1 継承 現存
     ２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71503-06008 医療法人宗誠会　樋口〒572-0831 072-820-7000医療法人宗誠会　理事樋口　宗哉 平27. 3. 1内   循   胃  診療所
     クリニック 寝屋川市豊野町３番１号 常　勤:    1長　樋口　宗哉 移転 小   リハ 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71603-06016 医療法人　山下医院 〒572-0046 072-826-0797医療法人　山下医院　山下　浩司 平27. 7. 1内   循   放  診療所
     寝屋川市成美町２番１号 常　勤:    1理事長　山下　浩司 移転 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71703-06024 武田眼科クリニック 〒572-0029 072-837-1146武田　信彦 武田　信彦 平27. 8. 1眼   診療所
     寝屋川市寿町５７番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71803-06032 医療法人弘優会　はい〒572-0855 072-803-8140医療法人弘優会　理事蓜島　弘眞 平27. 7. 1内   外   リハ診療所
     じま医院 寝屋川市寝屋南２丁目１４番５号常　勤:    1長　蓜島　弘眞 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71903-06040 ほりうちこうりえんク〒572-0082 072-812-2706堀内　利生 堀内　利生 平27.11. 1心内 内   精  診療所
     リニック 寝屋川市香里本通町８番１かほり常　勤:    1 新規 現存
     まちガーデンＢ１０２ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72003-06057 心療内科玲子クリニッ〒572-0085 072-831-4009平　玲子 平　玲子 平27.10.31心内 精   診療所
     ク 寝屋川市香里新町１－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72103-06065 医療法人天命会　木俣〒572-0837 072-812-1160医療法人天命会　理事木俣　肇 平28. 1. 1アレ 診療所
     肇クリニック 寝屋川市早子町２番２１号早子町常　勤:    1長　木俣　肇 組織変更 現存
     オオヨドビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72203-06073 医療法人河北会　あか〒572-0815 072-824-3781医療法人河北会　理事伊豆　亜加音 平28. 5. 1小   診療所
     ねこどもクリニック 寝屋川市河北東町７番６号 常　勤:    1長　板垣　通孝 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72303-06081 医療法人喜蓮会　きた〒572-0028 072-802-3533医療法人喜蓮会　理事切通　佳子 平28.11. 1眼   診療所
     眼科香里園 寝屋川市日新町５番５号アル・プ常　勤:    1長　喜多　敏泰 新規 現存
     ラザ香里園２階 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72403-06099 みやけ眼科 〒572-0052 072-842-2622三宅　絵奈 三宅　絵奈 平28.12. 1眼   診療所
     寝屋川市上神田１－９－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72503-06107 しもばやし整形外科 〒572-0821 072-820-2377下林　幹夫 下林　幹夫 平28.12. 1整外 リハ 診療所
     寝屋川市出雲町１０番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72603-06115 岡﨑眼科クリニック 〒572-0827 072-880-1111岡﨑　訓子 岡﨑　訓子 平29. 4. 1眼   診療所
     寝屋川市萱島本町４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72703-06123 よねだクリニック 〒572-0013 072-800-3477朴　智（米田智） 朴　智（米田智） 平29. 8. 1整外 内   リハ診療所
     寝屋川市三井が丘３丁目１６番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72803-06131 いとう耳鼻咽喉科 〒572-0833 072-813-3370伊藤　敬子 伊藤　敬子 平30. 5. 1耳い アレ 診療所
     寝屋川市初町２－７エムウェル初 新規 現存
     町ビル１階１０３号室 平30. 5. 1
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  72903-06149 福井眼科 〒572-0009 072-832-6664高木　智恵子 高木　智恵子 平30. 4. 1眼   診療所
     寝屋川市末広町２－１３ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73004-00546 龍神堂医院 〒552-0023 06-6571-0030医療法人龍神堂会　理谷内　幹弘 昭33.11.19一般         8診療所
     大阪市港区港晴三丁目２番７号 常　勤:    2事長　谷内　幹弘 新規 内   小   外  現存
     (医       1) 平24.11.19整外 放   リウ
     (薬       1) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73104-01262 岸医院 〒552-0012 06-6571-2736岸　良治 岸　良治 昭51. 4. 1皮   診療所
     大阪市港区市岡１丁目１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73204-01395 医療法人南労会　松浦〒552-0007 06-6574-8010医療法人南労会　理事新井　孝和 昭55. 3. 1内   透析 整外診療所
     (04-61395 ) 診療所 大阪市港区弁天二丁目１番３０号常　勤:    2長　佐藤　雅司 新規 精   リハ 放  現存
     (医       2) 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯
     非常勤:    5
     (医       1)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73304-01460 社会福祉法人　愛徳福〒552-0004 06-6574-2521社会福祉法人愛徳福祉田川　哲三 昭57. 4. 1整外 リハ 小  診療所
     祉会　大阪発達総合療大阪市港区夕凪２－５－３ 常　勤:    1会　理事長　梶浦　一 組織変更 現存
     育センター　あさしお (医       1)郎 平30. 4. 1
     診療所 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73404-01502 特別養護老人ホーム愛〒552-0014 06-6571-6231社会福祉法人みなと寮木戸　友幸 昭58. 4. 1内   診療所
     港園診療所 大阪市港区八幡屋四丁目８番１号常　勤:    2　理事長　大西　豊美 新規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73504-01510 松本クリニック 〒552-0001 06-6584-1911松本　和雄 松本　和雄 昭58. 5. 1精   神   神内診療所
     大阪市港区波除三丁目９番６号中常　勤:    2 新規 心内 現存
     元ビル３０２ (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73604-01643 古林内科 〒552-0023 06-6572-2332古林　芳範 古林　芳範 昭62. 8. 1内   小   診療所
     大阪市港区港晴三丁目１番８号ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ォーンルーエマンモス１階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73704-01700 医療法人　浅井内科医〒552-0004 06-6572-9120医療法人浅井内科医院浅井　倶和 昭45. 9. 1内   小   放  診療所
     院 大阪市港区夕凪一丁目１１番２３常　勤:    1　理事長　浅井　倶和 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
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  73804-01726 医療法人　喜馬外科 〒552-0016 06-6576-2323医療法人喜馬外科　理喜馬　秀樹 平 2. 1. 1一般         7診療所
     大阪市港区三先一丁目１７番４３常　勤:    1事長　喜馬　秀樹 組織変更 療養        12現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1整外 内   外  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73904-01742 医療法人三愛会　中山〒552-0007 06-6573-9585医療法人三愛会中山整中山　明 平 2. 1. 1整外 外   リハ診療所
     整形外科 大阪市港区弁天四丁目５番３号第常　勤:    1形外科　理事長　中山 組織変更 リウ 現存
     ３つた家ビル１階 (医       1)　明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74004-01759 医療法人　堀井耳鼻咽〒552-0015 06-6572-4658医療法人堀井耳鼻咽喉堀井　睦 平 2. 1. 1耳い アレ 診療所
     喉科 大阪市港区池島一丁目１番２０号常　勤:    1科　理事長　堀井　睦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74104-01767 医療法人緑龍会　内藤〒552-0012 06-6571-1478医療法人緑龍会　理事内藤　龍彦 平 2. 5. 1外   内   診療所
     医院 大阪市港区市岡一丁目１番２６号常　勤:    1長　内藤　龍彦 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74204-01775 医療法人　山田医院 〒552-0012 06-6571-3501医療法人　山田医院　山田　卓 平 2. 7. 1内   消   診療所
     大阪市港区市岡二丁目１２番２０常　勤:    1理事長　山田　卓 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74304-01791 医療法人　鈴木医院 〒552-0016 06-6572-2572医療法人鈴木医院　理鈴木　稔也 平 3. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市港区三先一丁目１１番２７常　勤:    1事長　鈴木　稔也 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74404-01809 医療法人　前田診療所〒552-0001 06-6581-1248医療法人　前田診療所前田　勉 平 3. 1. 1ひ   透析 内  診療所
     大阪市港区波除二丁目６番２号 常　勤:    2　理事長　前田　勉 組織変更 整外 リハ 胃  現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74504-01817 医療法人聖愛会　山村〒552-0007 06-6573-1133医療法人聖愛会山村耳山村　聖眞 平 4. 1. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市港区弁天二丁目１番８－１常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　山 組織変更 現存
     １４号弁天コーポビル１階 (医       1)村　聖眞 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74604-01825 賀来医院 〒552-0021 06-6571-2659賀来　清高 賀来　清高 平 4. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市港区築港一丁目１４番３１常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74704-01858 義元診療所 〒552-0004 06-6574-2841義元　徳祥 義元　徳祥 平 4.11. 1麻   内   呼  診療所
     大阪市港区夕凪二丁目１７番９号常　勤:    1 移転 循   リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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  74804-01866 医療法人　大和医院 〒552-0003 06-6571-1370医療法人大和医院　理大和　直久 平 5. 1. 1一般         9診療所
     大阪市港区磯路二丁目６番１号 常　勤:    2事長　大和　直久 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74904-01924 大沢診療所 〒552-0005 06-6571-0996大澤　理 大澤　理 平 5.10.20内   小   ひ  診療所
     大阪市港区田中一丁目１３番２８常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平29.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75004-01940 医療法人　西診療所 〒552-0007 06-6577-1400医療法人西診療所　理西　紀 平 6. 7. 1内   診療所
     大阪市港区弁天１－２－２－６０常　勤:    1事長　西　紀 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75104-01957 医療法人　小嶋整形外〒552-0012 06-6577-7621医療法人小嶋整形外科小嶋　博司 平 7. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科 大阪市港区市岡一丁目２０番８号常　勤:    1　理事長　小嶋　博司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75204-01965 多根クリニック 〒552-0007 06-6577-1881社会医療法人きつこう山田　毅 平 7. 3. 1内   婦   外  診療所
     大阪市港区弁天一丁目２番２－６常　勤:    3会　理事長　小川　嘉 新規 現存
     ００号オーク２００　２番街６階(医       3)誉 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75304-02054 髙木小児科医院 〒552-0003 06-6572-1007髙木　勝正 髙木　勝正 平 8.10. 1小   診療所
     大阪市港区磯路三丁目２４番３号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75404-02120 大阪きづがわ医療福祉〒552-0003 06-6571-5594大阪きづがわ医療福祉倉澤　髙志 平 9.11. 1内   小   リハ診療所
     生活協同組合　みなと大阪市港区磯路三丁目３番４号 常　勤:    1生活協同組合　理事長 移転 放   神   現存
     生協診療所 (医       1)　別所　義正 平24.11. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75504-02138 医療法人宏仁会　奥村〒552-0012 06-6571-3387医療法人宏仁会　理事奥村　隆司 平10. 1. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市港区市岡一丁目５番２８号常　勤:    1長　奥村　隆司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75604-02153 金田クリニック 〒552-0023 06-6571-2932金田　眞一 金田　眞一 平10. 6. 1内   循   診療所
     大阪市港区港晴三丁目１７番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75704-02195 船員保険大阪健康管理〒552-0021 06-6576-1011一般財団法人　船員保笹子　佳門 平11. 3. 1内   呼   消  診療所
     センター 大阪市港区築港一丁目８番２２号常　勤:    2険会　会長　霜鳥　一 新規 循   眼   耳  現存
     (医       2)彦 平29. 3. 1婦   放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75804-02229 社会福祉法人秀生会　〒552-0012 06-4395-8080社会福祉法人　秀生会 平11.10. 1内   整外 診療所
     ザイオン診療所 大阪市港区市岡一丁目５番３０号常　勤:    1　理事長　中山　洋子 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75904-02252 土田クリニック 〒552-0016 06-6571-2678土田　茂 土田　茂 平12. 1.16内   婦   心内診療所
     大阪市港区三先二丁目１２番１４常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76004-02278 多根第二病院 〒552-0021 06-6599-1212社会医療法人きつこう安部　嘉男 平12. 3.19療養       216病院
     大阪市港区築港三丁目４番２５号常　勤:    4会　理事長　小川　嘉 移転 内   脳内 リウ現存
     (医       4)誉 平30. 3.19放   リハ 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76104-02294 歓義堂小林医院 〒552-0005 06-6572-7061小林　紀男 小林　紀男 平12.11. 4内   診療所
     大阪市港区田中二丁目１番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76204-02302 医療法人誠昌会　整形〒552-0004 06-6599-0115医療法人　誠昌会　理江嵜　秀和 平13. 1. 1整外 外   リハ診療所
     外科くにしげクリニッ大阪市港区夕凪二丁目１６番９号常　勤:    2事長　江嵜　秀和 組織変更 リウ 現存
     ク ポートビル１階 (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76304-02328 多根脳神経リハビリテ〒552-0011 06-6585-2743社会医療法人きつこう志村　雅彦 平13. 6. 1一般        50病院
     ーション病院 大阪市港区南市岡一丁目１番４５常　勤:    4会　理事長　小川　嘉 組織変更 リハ 脳内 心内現存
     号 (医       4)誉 平25. 6. 1精   放   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76404-02336 医療法人徳寿会　金山〒552-0023 06-6573-6163医療法人徳寿会　理事津久井　優 平13. 7. 1内   外   消  診療所
     記念クリニック 大阪市港区港晴一丁目２番１２号常　勤:    1長　津久井　優 組織変更 放   現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76504-02344 医療法人ほのぼの会　〒552-0023 06-6571-0549医療法人ほのぼの会　新津　建樹 平13. 7. 1小   アレ 内  診療所
     にいつクリニック 大阪市港区港晴一丁目１番２３号常　勤:    1理事長　新津　建樹 組織変更 麻   リハ 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76604-02385 医療法人信和会　塩見〒552-0002 06-6586-5000医療法人信和会　理事塩見　啓二 平14. 7. 1内   循   消  診療所
     医院 大阪市港区市岡元町二丁目１１番常　勤:    2長　塩見　啓二 組織変更 現存
     ４号 (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76704-02419 医療法人尚信会　整形〒552-0016 06-6575-3737医療法人尚信会　理事河村　 人 平14.12. 1一般        19診療所
     外科河村医院 大阪市港区三先一丁目１０番３０常　勤:    3長　河村　 人 組織変更 整外 リハ リウ現存
     号 (医       3) 平26.12. 1放   内   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76804-02427 島﨑診療所 〒552-0011 06-6581-0802島﨑　久美子 島﨑　久美子 平15. 5. 1内   小   リハ診療所
     大阪市港区南市岡二丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号松栄ビル　２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76904-02443 金谷内科医院 〒552-0014 06-6571-5728金谷　英夫 金谷　英夫 平16. 5. 1内   放   診療所
     大阪市港区八幡屋二丁目１５番２常　勤:    1 新規 現存
     １号八幡屋ハイツ１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77004-02450 医療法人大奈会　やす〒552-0014 06-6576-8733医療法人大奈会　理事安田　大作 平16. 7. 1耳い 診療所
     だ耳鼻咽喉科 大阪市港区八幡屋一丁目１０番１常　勤:    1長　安田　大作 組織変更 現存
     ３号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77104-02468 医療法人信愛会　大和〒552-0003 06-6577-2227医療法人信愛会　理事大和　宗久 平16. 7. 1外   内   整外診療所
     診療所 大阪市港区磯路二丁目１番１１号常　勤:    1長　大和　宗久 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77204-02476 坂元内科クリニック 〒552-0007 06-4395-7771坂元　一夫 坂元　一夫 平16.10. 1内   循   呼  診療所
     大阪市港区弁天二丁目１番３６号常　勤:    1 新規 現存
     スカイハイツ１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77304-02492 西山眼科 〒552-0016 06-6576-0323西山　和夫 西山　和夫 平17. 6. 1眼   診療所
     大阪市港区三先二丁目１３番２４常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77404-02500 医療法人　ゆうあい会〒552-0012 06-6571-3506医療法人　ゆうあい会宮岡　哲郎 平17. 7. 1外   内   胃  診療所
     　宮岡クリニック 大阪市港区市岡一丁目１４番１６常　勤:    1　理事長　宮岡　哲郎 組織変更 こう 麻   現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77504-02526 北村医院 〒552-0023 06-6574-2288北村　雅哉 北村　雅哉 平17.11. 1ひ   内   放  診療所
     大阪市港区港晴二丁目４番４号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77604-02534 医療法人銀杏会　常松〒552-0004 06-6571-7500医療法人銀杏会　理事常松　 也 平18. 1. 1外   内   消  診療所
     診療所 大阪市港区夕凪二丁目９番２４号常　勤:    1長　常松　静也 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77704-02567 医療法人　いはら内科〒552-0004 06-6576-1196医療法人いはら内科　井原　義二 平19. 1. 1内   消   循  診療所
     大阪市港区夕凪二丁目１番８号 常　勤:    1理事長　井原　義二 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77804-02575 医療法人　やながクリ〒552-0016 06-6577-4650医療法人やながクリニ彌永　邦彦 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 大阪市港区三先二丁目１３番２９常　勤:    1ック　理事長　彌永　 組織変更 現存
     号弥永ビル１階 (医       1)邦彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77904-02583 太田整形外科クリニッ〒552-0007 06-6576-1800太田　信彦 太田　信彦 平19. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 大阪市港区弁天一丁目３番３号ク常　勤:    1 新規 現存
     ロスシティ弁天町２階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78004-02591 医療法人　生野内科ク〒552-0001 06-6581-4181医療法人　生野内科ク生野　 康 平19. 1. 1循   内   診療所
     リニック 大阪市港区波除二丁目９番１２号常　勤:    1リニック　理事長　生 移転 現存
     (医       1)野　 康 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78104-02609 笹尾医院 〒552-0015 06-6571-0259出雲谷　剛 出雲谷　剛 平19. 5. 1内   小   診療所
     大阪市港区池島一丁目２番１４号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78204-02617 野洲クリニック 〒552-0004 06-6577-7755野洲　武司 野洲　武司 平19. 7. 1胃   消   内  診療所
     大阪市港区夕凪二丁目１７番１４常　勤:    1 新規 現存
     号辻産業夕凪ビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78304-02633 しん眼科クリニック 〒552-0007 06-6599-2038秦　尚修 秦　尚修 平19. 9. 1眼   診療所
     大阪市港区弁天五丁目１番２号ポ常　勤:    1 新規 現存
     ートヴィラ弁天Ⅱ１０１号 (医       1) 平25. 9. 1
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  78404-02641 医療法人愛祥会　たけ〒552-0004 06-6599-0775医療法人愛祥会　理事吉川　敏朗 平20. 3. 1内   診療所
     かわクリニック 大阪市港区夕凪二丁目１６番９号常　勤:    2長　前林　尚 移転 現存
     ポートビル６階 (医       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78504-02658 医療法人　賴医院 〒552-0001 06-6584-8782医療法人賴医院　理事賴　明信 平20. 6. 1外   内   胃  診療所
     大阪市港区波除三丁目７番１２号常　勤:    1長　賴　明信 移転 リハ 現存
     スカイアット弁天 (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78604-02682 澤田内科クリニック 〒552-0007 06-6573-3792澤田　光孝 澤田　光孝 平20.11. 1内   消   診療所
     大阪市港区弁天一丁目２番２号オ常　勤:    1 新規 現存
     ーク２番街６階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78704-02708 溝口内科 〒552-0007 06-6576-1223溝口　理映子 溝口　理映子 平21. 4. 1内   診療所
     大阪市港区弁天四丁目６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78804-02716 医療法人　佐木山医院〒552-0012 06-6571-2780医療法人佐木山医院　佐木山　唯男 平21. 4. 1眼   耳い 診療所
     大阪市港区市岡二丁目６番１６号常　勤:    1理事長　佐木山　唯男 移転 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78904-02724 医療法人ひつじ会　よ〒552-0007 06-6572-0003医療法人ひつじ会　理吉田　稔 平21. 7. 1眼   診療所
     しだ眼科クリニック 大阪市港区弁天一丁目３番３号ク常　勤:    1事長　吉田　稔 組織変更 現存
     ロスシティ弁天町２階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79004-02732 大阪医院 〒552-0016 06-6571-1594大阪　正視 大阪　正視 平22. 1. 1皮   診療所
     大阪市港区三先二丁目１３番２６常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79104-02740 医療法人社団悠久会　〒552-0004 06-4395-6090医療法人社団悠久会　中東　恭子 平22. 3. 1皮   アレ 耳い診療所
     辻クリニック　朝潮橋大阪市港区夕凪二丁目１７番１４常　勤:    1理事長　辻　孝教 新規 現存
     分院 号辻産業夕凪ビル１階 (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79204-02757 医療法人喜多クリニッ〒552-0007 06-6571-8070医療法人喜多クリニッ江川　哲雄 平22. 4. 1内   皮   形外診療所
     ク　弁天町クリニック大阪市港区弁天一丁目３番３号ク常　勤:    1ク　理事長　喜多　紀 継承 現存
     ロスシティ弁天町２階 (医       1)人 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
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  79304-02765 かわぐちクリニック 〒552-0003 06-6586-6873川口　正朋 川口　正朋 平22. 5. 1麻   リハ 診療所
     大阪市港区磯路一丁目１番３号ラ常　勤:    1 新規 現存
     ・ジェンテ２５－１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79404-02781 谷内医院 〒552-0016 06-6571-3467石井　登志枝 石井　登志枝 平23. 8. 1一般    診療所
     大阪市港区三先２－９－１９ 常　勤:    1 継承 内   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79504-02799 北代診療所 〒552-0003 06-6573-1939北代　修司 北代　修司 平24. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市港区磯路２丁目１０番６号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79604-02807 医療法人天斗会　中山〒552-0002 06-6584-8743医療法人天斗会　中山中山　富雄 平24. 9. 1内   整外 リハ診療所
     医院 大阪市港区市岡元町２丁目４番１常　勤:    1医院　理事長　中山　 移転 リウ 現存
     ６号 (医       1)富雄 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79704-02815 医療法人　隆明会　や〒552-0014 06-6616-9220医療法人　隆明会　理八木　明恵 平25. 8. 1眼   診療所
     ぎ眼科クリニック 大阪市港区八幡屋１丁目１１番１常　勤:    1事長　八木　隆 新規 現存
     ０号シカタビル１階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79804-02823 医療法人　隆明会　や〒552-0014 06-6599-1131医療法人　隆明会　理八木　隆 平25. 7. 1脳外 内   リハ診療所
     ぎクリニック 大阪市港区八幡屋１丁目１１番１常　勤:    1事長　八木　隆 移転 現存
     ０号シカタビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79904-02831 しらはま内科クリニッ〒552-0014 06-6573-6322白濵　健太郎 白濵　健太郎 平26. 4. 1内   消   心内診療所
     ク 大阪市港区八幡屋一丁目３番１９常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80004-02856 大塚医院 〒552-0012 06-6571-0977大塚　欣敏 大塚　欣敏 平27. 4. 1小   内   診療所
     大阪市港区市岡二丁目６番２１号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80104-02864 医療法人有仁会　香山〒552-0007 06-6573-3000医療法人有仁会　理事香山　仁志 平28. 1. 1外   内   消  診療所
     医院 大阪市港区弁天四丁目１５番１４常　勤:    1長　香山　仁志 組織変更 こう リハ 現存
     号１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80204-02872 西井皮フ科 〒552-0003 06-6599-1286西井　芳夫 西井　芳夫 平28. 5. 1皮   アレ 和漢診療所
     大阪市港区磯路３丁目１５－３ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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  80304-02880 ハートフルクリニック〒552-0004 06-6556-7320栃原　達宜 栃原　達宜 平28.11.17内   心内 精  診療所
     大阪院 大阪市港区夕凪２丁目１－１サン常　勤:    1 継承 形外 麻   現存
     ファミリー夕凪１階 (医       1) 平28.11.17
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80404-02898 かもめクリニック 〒552-0004 06-4301-7871木下　啓太 木下　啓太 平29. 2. 1内   精   診療所
     大阪市港区夕凪２丁目１６－９Ａ常　勤:    4 新規 現存
     ＢＭポートビル４階 (医       4) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80504-02922 医療法人　たかせクリ〒552-0001 06-4393-9988医療法人たかせクリニ髙瀨　卓志 平29. 3. 1脳外 内   診療所
     ニック 大阪市港区波除三丁目９番１４号常　勤:    1ック　理事長　髙瀨　 組織変更 現存
     ホッホＭ１Ｆ (医       1)卓志 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80604-02930 社会福祉法人秀生会　〒552-0021 06-6576-8802社会福祉法人秀生会　中山　秀雄 平29.12. 1内   診療所
     ザイオン大阪港クリニ大阪市港区築港一丁目９番７号 常　勤:    1理事長　中山　洋子 新規 現存
     ック (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80705-00204 森医院 〒594-1116 0725-55-0005森　武之助 森　武之助 昭32.10. 1内   小   診療所
     和泉市納花町１４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80805-00493 府中病院 〒594-0076 0725-43-1234社会医療法人生長会　竹内　一浩 昭40. 1. 1一般       380地域支援
     和泉市肥子町一丁目１０番１７号常　勤:  126理事長　田中　肇 新規 内   呼内 循  病院
     (医     125) 平28. 1. 1消   神内 外  現存
     (歯       1) 心外 整外 形外
     非常勤:   25 脳外 脳内 小  
     (医      25) 皮   ひ   産  
     婦   眼   リハ
     放   病理 救命
     麻   リウ 他  
     循内、消内外、
     血内、糖内、乳
     外、内視外、放
     治、腫内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80905-00527 医療法人和泉会　和泉〒594-1142 0725-54-0468医療法人　和泉会　理尾﨑　哲 昭40. 8. 1一般         4病院
     丘病院 和泉市久井町１２８６番地 常　勤:    6事長　山本　佐知子 新規 精神       257現存
     (医       6) 平28. 8. 1精   神   内  
     非常勤:   22
     (医      20)
     (薬       2)
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  81005-00659 イイノ医院 〒594-0003 0725-41-7255伊井野　賢一 伊井野　賢一 昭43. 1. 1内   外   整外診療所
     和泉市太町１４５－４０ 新規 現存
     平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81105-00915 清水産婦人科医院 〒594-0013 0725(43)5410清水　博幸 清水　博幸 昭48. 8. 1産   婦   小  診療所
     和泉市鶴山台２－１－３－１０４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81205-00998 医療法人貴生会　和泉〒594-0042 0725-54-1380医療法人貴生会　理事生谷　昌弘 昭49. 1. 1精神       206病院
     中央病院 和泉市箕形町六丁目９番８号 常　勤:    5長　生谷　昌弘 新規 精   心内 内  現存
     (医       5) 平28. 1. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81305-01012 藤原皮膚科医院 〒594-0071 0725-41-4893藤原　武 藤原　武 昭49. 6. 1皮   診療所
     和泉市府中町一丁目１０番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81405-01137 葛城会診療所 〒594-1151 0725(53)1126社会福祉法人　葛城会辻川　勝次 昭52. 4. 1内   外   診療所
     和泉市唐国町四丁目１５番５６号常　勤:    1　理事長　北田　了三 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81505-01335 村田胃腸科内科 〒594-0071 0725-45-3119村田　宏 村田　宏 昭57. 1. 1内   胃   診療所
     和泉市府中町一丁目８番３号和泉常　勤:    1 新規 現存
     ショッピングセンター２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81605-01368 医療法人琴仁会　光生〒594-0081 0725-45-3381医療法人琴仁会　理事山田　博明 昭57.10. 1一般        43病院
     病院 和泉市葛の葉町三丁目３番１８号常　勤:    5長　石本　淳也 新規 療養       102現存
     (医       5) 平24.10. 1内   胃   外  
     非常勤:   20 整外 リハ 放  
     (医      20) ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81705-01376 社会福祉法人日本へレ〒594-0023 0725-43-9066社会福祉法人　日本ヘ植嶋　玲子 昭58. 4. 1内   精   診療所
     ンケラー財団　太平診和泉市伯太町三丁目１３番６８号常　勤:    1レンケラー財団　理事 新規 現存
     療所 (医       1)長　西川　佳夫 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81805-01475 医療法人新仁会　新仁〒594-0063 0725-45-5661医療法人　新仁会　理鹿島　洋一 昭59. 3. 1一般        40病院
     会病院 和泉市今福町一丁目３番３号 常　勤:    7事長　久富　充廣 組織変更 療養        82現存
     (医       7) 平29. 3. 1療養        48
     非常勤:   15 内   外   脳内
     (医      15) 循   整外 ひ  
     皮   消   麻  
     放   形外 リハ
     脳外 
     内科、循環器内
     科、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81905-01483 山口医院 〒594-0071 0725-44-1046山口　晃 山口　晃 昭59. 9. 1内   精   神  診療所
     和泉市府中町七丁目３番２１号浅常　勤:    1 新規 現存
     井ビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82005-01509 乾医院 〒594-1115 0725(55)1331乾　治郎 乾　治郎 昭60.12. 1内   胃   循  診療所
     和泉市平井町６４６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82105-01541 医療法人　田中診療所〒594-1155 0725-53-0270医療法人田中診療所　田中　敏博 昭62. 1. 1内   胃   循  診療所
     和泉市緑ケ丘一丁目１１番１号 常　勤:    1理事長　田中　敏博 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82205-01566 土山医院 〒594-1111 0725-56-7720土山　牧男 土山　牧男 昭62. 5. 1胃   外   リハ診療所
     和泉市光明台三丁目３番２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82305-01616 医療法人　河合クリニ〒594-0073 0725-41-0053医療法人河合クリニッ河合　潔 昭64. 1. 1整外 内   小  診療所
     ック 和泉市和気町二丁目１１番１号 常　勤:    1ク　理事長　河合　潔 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82405-01624 医療法人　久我胃腸科〒594-0071 0725-41-6700医療法人久我胃腸科内久我　武広 昭64. 1. 1内   胃   循  診療所
     内科 和泉市府中町七丁目５番３号 常　勤:    2科　理事長　久我　武 組織変更 リハ 現存
     (医       2)広 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82505-01657 平林医院 〒594-0002 0725-41-2943平林　洋一 平林　洋一 平元. 5. 1小   内   皮  診療所
     和泉市上町３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82605-01665 医療法人和気会　新生〒594-1154 0725-53-1222医療法人　和気会　理和気　浩三 平元. 4. 1精神       148病院
     会病院 和泉市松尾寺町１１３ 常　勤:    3事長　和気　浩三 組織変更 精   神   内  現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82705-01673 芦田医院 〒594-1156 0725-54-0291芦田　陽子 芦田　陽子 平元. 7. 1内   循   診療所
     和泉市内田町二丁目６番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82805-01681 医療法人　酉家内科胃〒594-1101 0725-56-2711医療法人酉家内科胃腸酉家　章弘 平 2. 1. 1内   消   放  診療所
     腸科クリニック 和泉市室堂町８４１－６泉北ビル常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 内科、消化器内現存
     ２階 (医       2)　酉家　章弘 平29. 1. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82905-01764 医療法人　のぞえ耳鼻〒594-0062 0725(45)0475医療法人　のぞえ耳鼻野添　恒幹 平 3. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科 和泉市寺田町一丁目３番４８号 常　勤:    1咽喉科　理事長　野添 組織変更 現存
     (医       1)　恒幹 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83005-01806 オクダ内科医院 〒594-0005 0725-46-0039奥田　新一郎 奥田　新一郎 平 4. 4. 1内   診療所
     和泉市幸三丁目１０番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83105-01830 医療法人　津森医院 〒594-0032 0725-56-7706医療法人津森医院　理津森　仁生 平 4. 7. 1内   小   診療所
     和泉市池田下町２４５－３ 常　勤:    3事長　津森　仁生 組織変更 現存
     (医       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83205-01848 社会医療法人啓仁会　〒594-1105 0725-55-1919社会医療法人　啓仁会丹　彰浩 平 4. 8. 1一般        94病院
     咲花病院 和泉市のぞみ野一丁目３番３０号常　勤:   18　理事長　井上　啓二 組織変更 外   胃   小  現存
     (医      18) 平28. 8. 1内   整外 リハ
     非常勤:   61 形外 眼   耳い
     (医      61) 麻   産婦 放  
     美外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83305-01855 医療法人邦寿会　いけ〒594-0081 0725-44-4481医療法人　邦寿会　理池田　壽雄 平 5. 7. 1内   皮   形外診療所
     だクリニック 和泉市葛の葉町６０番地の１１ 常　勤:    1事長　池田　壽雄 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83405-01921 社会福祉法人　芳春会〒594-0073 0725-46-0460社会福祉法人芳春会　老木　英男 平 6. 5. 1内   診療所
     診療所 和泉市和気町３－５－１９ 常　勤:    1理事長　老木　浩之 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  83505-01962 上田泌尿器科 〒594-1101 0725-55-4041上田　眞 上田　眞 平 7. 1. 1ひ   診療所
     和泉市室堂町１７２３槌屋ビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83605-01996 永田内科クリニック 〒594-0041 0725-55-4556永田　就三 永田　就三 平 7. 5. 1内   診療所
     和泉市いぶき野四丁目５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83705-02002 医療法人　梅田クリニ〒594-0031 0725-57-1544医療法人　梅田クリニ梅田　信一郎 平 7. 7. 1麻   整外 呼  診療所
     ック 和泉市伏屋町五丁目３番３号アポ常　勤:    2ック　理事長　梅田　 組織変更 現存
     ロプラザ光明池２０３号 (医       2)信一郎 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83805-02028 医療法人　原田整形外〒594-0023 0725-46-4601医療法人原田整形外科原田　茂 平 8. 1. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 和泉市伯太町六丁目１０番２０号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ロフティロットビル１階 (医       1)原田　茂 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83905-02044 医療法人河和会　河和〒594-0013 0725-46-2211医療法人河和会　理事長谷川　將煥 平 8. 2. 1一般        12病院
     会病院 和泉市鶴山台二丁目４番７号 常　勤:    3長　内藤　博江 組織変更 療養        48現存
     (医       3) 平29. 2. 1内   呼   胃  
     非常勤:    2 皮   放   麻  
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84005-02077 医療法人　野之口耳鼻〒594-0002 0725-41-8733医療法人　野之口耳鼻野之口　英予 平 8. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科 和泉市上町７３７番地の８ 常　勤:    1咽喉科　理事長　野之 組織変更 現存
     (医       1)口　英予 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84105-02093 金澤クリニック 〒594-0073 0725-46-1026金澤　秀剛 金澤　秀剛 平 9. 1. 1内   麻   診療所
     和泉市和気町二丁目３番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84205-02101 中畑医院 〒594-0071 0725-44-4941中畑　俊朗 中畑　俊朗 平 9. 2. 1精   心内 診療所
     和泉市府中町八丁目３番２７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84305-02127 社会福祉法人　和泉福〒594-1121 0725-92-1225社会福祉法人　和泉福小川　光一 平 9. 4. 1内   皮   精  診療所
     祉会　ひかりの園診療和泉市下宮町１４１－１ 常　勤:    1祉会　理事長　葛城　 新規 現存
     所 (医       1)好 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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  84405-02135 医療法人　桜井皮膚科〒594-0076 0725-46-1340医療法人　桜井皮膚科櫻井　真也 平 9. 3. 1皮   診療所
     医院 和泉市肥子町二丁目２番１号イオ常　勤:    1医院　理事長　櫻井　 移転 現存
     ン和泉府中店２階 (医       1)真也 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84505-02176 医療法人　山本内科 〒594-0071 0725-41-4881医療法人山本内科　理山本　益也 平 9. 7. 1内   循   呼  診療所
     和泉市府中町一丁目１１番１４号常　勤:    2事長　山本　益也 組織変更 消   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84605-02242 医療法人　山本胃腸科〒594-0004 0725-41-8616医療法人　山本胃腸科山本　達夫 平10. 7. 1胃   外   診療所
     外科 和泉市王子町一丁目３番２５号 常　勤:    1外科　理事長　山本　 組織変更 現存
     (医       1)達夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84705-02275 医療法人眞康会　整形〒594-0071 0725-43-8088医療法人　眞康会　理鳴嶋　眞人 平11. 1. 1整外 リハ 診療所
     外科鳴嶋クリニック 和泉市府中町七丁目２番５号 常　勤:    1事長　鳴嶋　眞人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84805-02283 医療法人橘会　横山病〒594-1136 0725-92-0045医療法人橘会　理事長吉田　修 平11. 2. 1内   外   整外病院
     院 和泉市仏並町２８７ 常　勤:    2　森本　義彦 移転 脳外 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84905-02309 医療法人　大嶋内科医〒594-0071 0725-41-0390医療法人　大嶋内科医大嶋　量材 平11. 4. 1内   精   心内診療所
     院 和泉市府中町七丁目１番２３号 常　勤:    1院　理事長　大嶋　量 新規 現存
     (医       1)材 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85005-02317 医療法人冨雄会　堀古〒594-0013 0725-46-3528医療法人　冨雄会堀古堀古　民生 平11. 3. 1内   小   診療所
     診療所 和泉市鶴山台一丁目２１番３１号常　勤:    1診療所　理事長　堀古 移転 現存
     (医       1)　民生 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85105-02333 原田内科クリニック 〒594-1153 0725-55-1843永田　恵美子 永田　恵美子 平11. 4. 1内   小   循  診療所
     和泉市青葉台二丁目１９番２号 常　勤:    2 継承 放   リハ 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85205-02358 医療法人泉林会　林医〒594-0006 0725-45-0040医療法人　泉林会　理林　哲郎 平11. 7. 1内   小   外  診療所
     院 和泉市尾井町一丁目９番１２号 常　勤:    1事長　林　哲郎 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85305-02374 きん眼科クリニック 〒594-0071 0725-41-4363金　浩和 金　浩和 平11. 9. 1眼   診療所
     和泉市府中町一丁目８番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85405-02382 医療法人育生会　奥村〒594-0071 0725-41-2378医療法人育生会　理事奥村　聡彦 平11. 9.10療養        27病院
     病院 和泉市府中町三丁目１５番３号 常　勤:    1長　奥村　聡彦 組織変更 外   整外 内  現存
     (医       1) 平29. 9.10消   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85505-02408 森川眼科 〒594-0071 0725-41-1110森川　泰行 森川　泰行 平12. 4. 1眼   診療所
     和泉市府中町七丁目３番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85605-02432 国頭医院 〒594-0031 0725-50-4545國頭　悟 國頭　悟 平12. 4. 1消   外   内  診療所
     和泉市伏屋町三丁目７番３４号泉常　勤:    1 新規 リハ 現存
     北第２ビル１階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85705-02465 船阪耳鼻咽喉科 〒594-0041 0725-57-7011船阪　有彦 船阪　有彦 平12. 5. 1耳い 診療所
     和泉市いぶき野四丁目５番　エコ常　勤:    1 新規 現存
     ールいずみ北館１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85805-02481 植田医院 〒594-0082 0725-40-1128植田　昭徳 植田　昭徳 平12.11. 1内   外   精  診療所
     和泉市富秋町一丁目６番１６号 常　勤:    2 新規 心内 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85905-02507 医療法人幸真会　とう〒594-0013 0725-46-1510医療法人幸真会　理事東條　修 平13. 1. 1内   循   診療所
     じょうクリニック 和泉市鶴山台一丁目２４番６号 常　勤:    2長　東條　修 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86005-02549 医療法人厚仁会　泉谷〒594-0041 0725-57-5754医療法人厚仁会　理事泉谷　良 平13. 7. 1内   皮   診療所
     クリニック 和泉市いぶき野二丁目９番地８ 常　勤:    2長　泉谷　良 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86105-02556 医療法人日天会　西森〒594-0013 0725-40-3363医療法人日天会　理事西森　章 平13. 7. 1内   外   麻  診療所
     クリニック 和泉市鶴山台一丁目１５番地１６常　勤:    1長　西森　章 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
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  86205-02580 山下内科 〒594-0003 0725-41-7255山下　喜志 山下　喜志 平14. 4. 1内   循   消  診療所
     和泉市太町１４５番４０号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86305-02598 南川循環器科 〒594-0032 0725-57-6778南川　博司 南川　博司 平14. 6. 1循   内   診療所
     和泉市池田下町１１８番地の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86405-02614 社会福祉法人光生会　〒594-0073 0725-47-3353社会福祉法人光生会　永田　就三 平14.10. 1内   診療所
     ピープルハウス和泉診和泉市和気町２丁目１３番３５号常　勤:    1理事長　川口　光國 新規 現存
     療所 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86505-02630 南眼科医院 〒594-0003 0725-43-7853南　貞明 南　貞明 平14.11. 1眼   診療所
     和泉市太町１５８番地の１８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86605-02648 和泉北信太特別養護老〒594-0002 0725-46-1211社会福祉法人遺徳会　西田　豊 平15. 4. 1内   診療所
     人ホーム内診療所 和泉市上町４０３番１号 常　勤:    1理事長　嶋田　祐史 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86705-02663 井手眼科 〒594-0071 0725-40-5015井手　哲義 井手　哲義 平15. 4. 1眼   診療所
     和泉市府中町二丁目１番３号南海常　勤:    1 新規 現存
     和泉府中ビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86805-02697 和気河合医院 〒594-0073 0725-41-0357川西　泰子 川西　泰子 平15. 6.17小   内   診療所
     和泉市和気町三丁目１１番１８号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86905-02705 オオタクリニック 〒594-0071 0725-46-8864大田　尚司 大田　尚司 平15. 9. 1産婦 内   小  診療所
     和泉市府中町七丁目２番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87005-02713 亀井医院 〒594-0013 0725-44-6915亀井　勝彦 亀井　勝彦 平15. 7.17小   内   診療所
     和泉市鶴山台二丁目１番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87105-02754 府中のぞみクリニック〒594-0071 0725-40-5033社会医療法人生長会　繁田　実 平16. 5. 1婦   診療所
     和泉市府中町二丁目１番３号南海常　勤:    4理事長　田中　肇 移転 現存
     和泉府中ビル１・２階 (医       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  87205-02762 いしい内科クリニック〒594-1101 0725-57-8801石井　伴房 石井　伴房 平16. 7. 1内   診療所
     和泉市室堂町８２４－３６コムボ常　勤:    1 新規 現存
     ックス光明池１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87305-02788 医療法人ｈｉ‐ｍｅｘ〒594-0061 0725-47-3113医療法人ｈｉ‐ｍｅｘ老木　浩之 平16. 7. 1一般        10診療所
     　耳鼻咽喉科サージク和泉市弥生町二丁目１４番１３号常　勤:    4　理事長　老木　浩之 組織変更 耳い 現存
     リニック老木医院 (医       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87405-02796 なかじまクリニック　〒594-1151 0725-51-0081中島　徹 中島　徹 平16.10. 1小   循   診療所
     小児科・循環器科 和泉市唐国町二丁目７番８６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87505-02804 医療法人紀生会　大島〒594-0023 0725-41-0061医療法人紀生会　理事大島　明良 平17. 1. 1内   リハ 診療所
     クリニック 和泉市伯太町六丁目９番１１号 常　勤:    1長　大島　明良 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87605-02820 医療法人守田会　いぶ〒594-0041 0725-50-1181医療法人守田会　理事守田　直規 平17. 5. 1一般        24病院
     きの病院 和泉市いぶき野四丁目５番１号 常　勤:    9長　守田　直規 移転 療養       316現存
     (医       9) 平29. 5. 1内   神内 消  
     非常勤:   40 循   整外 眼  
     (医      40) 放   リハ 耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87705-02838 みやび眼科クリニック〒594-0041 0725-57-0057木下　雅代 木下　雅代 平17. 9. 1眼   診療所
     和泉市いぶき野三丁目１６番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87805-02853 水田内科クリニック 〒594-0083 0725-47-0088水田　雅敏 水田　雅敏 平17.11. 1内   小   アレ診療所
     和泉市池上町一丁目４番１５号木常　勤:    1 新規 現存
     下Ｙビル２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87905-02861 医療法人　西本会　西〒594-0011 0725-41-5800医療法人　西本会　理西本　慎作 平18. 1. 1整外 リハ 診療所
     本整形外科 和泉市上代町７３３番地の９ 常　勤:    1事長　西本　慎作 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88005-02879 地方独立行政法人　大〒594-1101 0725-56-1220地方独立行政法人　大倉智　博久 平18. 4. 1一般       375病院
     (05-62879 ) 阪府立病院機構　大阪和泉市室堂町８４０番地 常　勤:  114阪府立病院機構　理事 組織変更 内   精   神内現存
     母子医療センター (医     109)長　遠山　正彌 平30. 4. 1循   小   整外
     (歯       5) 形外 眼   脳外
     非常勤:   53 心外 小外 ひ  
     (医      50) 産   婦   放  
     (歯       3) 耳い リハ 矯歯
     歯外 麻   病理
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  88105-02887 医療法人　新進会　に〒594-0071 0725-44-8178医療法人　新進会　理北西　久仁子 平18. 5. 1眼   診療所
     った眼科クリニック 和泉市府中町三丁目１４番２１号常　勤:    2事長　新田　進人 新規 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88205-02895 よしだ皮フ科クリニッ〒594-0031 0725-56-4112吉田　寿男 吉田　寿男 平18. 5. 1皮   診療所
     ク 和泉市伏屋町三丁目３番５６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88305-02952 医療法人朋和会　岡本〒594-0071 0725-46-4615医療法人朋和会　理事岡本　純一 平19. 9.20耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 和泉市府中町一丁目２番１５号 常　勤:    1長　岡本　純一 移転 現存
     (医       1) 平25. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88405-02960 まんだいレディースク〒594-0076 0725-40-6088萬代　博行 萬代　博行 平20. 5. 7産婦 小   診療所
     リニック 和泉市肥子町一丁目１０番３７号常　勤:    1 移転 現存
     みどりビル３階 (医       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88505-02986 医療法人　法星会　は〒594-0041 0725-56-8177医療法人法星会　理事裴　高一 平20. 7. 1眼   診療所
     い眼科 和泉市いぶき野五丁目１番１１エ常　勤:    1長　裴　高一 組織変更 現存
     コール・いずみ２階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88605-02994 平井医院 〒594-1153 0725-56-0452平井　紀彦 平井　紀彦 平20.11. 1内   外   こう診療所
     和泉市青葉台二丁目１２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88705-03000 たかはしクリニック 〒594-0071 0725-46-2622高橋　和宏 高橋　和宏 平21. 5. 1精   心内 診療所
     和泉市府中町一丁目３番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88805-03026 医療法人貴生会　いず〒594-0041 0725-50-0505医療法人貴生会　理事小林　讓 平21. 8. 1精   心内 診療所
     み中央メンタルクリニ和泉市いぶき野四丁目５番エコー常　勤:    1長　生谷　昌弘 新規 現存
     ック ル・いずみ北館３Ｆ (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88905-03034 医療法人至善会　えん〒594-1151 0725-53-3303医療法人至善会　理事遠藤　歌士夫 平22. 1. 1内   循   診療所
     どうクリニック 和泉市唐国町一丁目１３番５７号常　勤:    1長　遠藤　歌士夫 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89005-03067 医療法人和泉会　いず〒594-1101 0725-56-2727医療法人和泉会　理事手島　愛雄 平22. 8. 1心内 精   診療所
     みがおかメンタルクリ和泉市室堂町１７２３番地槌屋ビ常　勤:    1長　山本　佐知子 新規 現存
     ニック ル３階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89105-03083 いしな皮ふ科 〒594-0041 072-558-6520石名　航 石名　航 平23. 2. 1皮   診療所
     和泉市いぶき野四丁目５番２号エ常　勤:    1 新規 現存
     コール・いずみ北館　２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89205-03091 ふみのレディースクリ〒594-0041 0725-56-7031文野　多江子 文野　多江子 平23. 4. 1産婦 診療所
     ニック 和泉市いぶき野５丁目１－２ＰＩ常　勤:    1 新規 現存
     ＶＯ和泉中央２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89305-03141 医療法人ｈｉーｍｅｘ〒594-0071 0725-40-4133医療法人ｈｉーｍｅｘ渡邊　太志 平23. 7. 1耳い 診療所
     　みらい耳鼻咽喉科 和泉市府中町１丁目２０番１号フ常　勤:    1　理事長　老木　浩之 新規 現存
     チュール和泉２０５－２ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89405-03158 社会医療法人ペガサス〒594-0002 0725-43-2010社会医療法人ペガサス新田　敦範 平23. 8. 1内   外   脳外診療所
     　馬場満記念クリニッ和泉市上町８１番地 常　勤:    1　理事長　馬場　武彦 組織変更 整外 現存
     ク (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89505-03166 いしわたクリニック　〒594-1106 0725-54-0099石渡　淳一 石渡　淳一 平23.10. 1小   アレ 診療所
     小児科・アレルギー科和泉市はつが野１丁目４９の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89605-03182 まや内科クリニック 〒594-0071 0725-41-8400伊藤　眞矢 伊藤　眞矢 平24. 3. 1循   内   診療所
     和泉市府中町一丁目２０番１号フ常　勤:    1 新規 現存
     チュール和泉２０４ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89705-03208 きただ内科クリニック〒594-0071 0725-92-8155北田　拓也 北田　拓也 平24. 5. 1内   診療所
     和泉市府中町４丁目１６番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89805-03216 和田医院 〒594-1151 0725-54-0436和田　力門 和田　力門 平24. 4. 1内   消   小  診療所
     和泉市唐国町３丁目１２－１０ 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    99 頁

  89905-03224 府中クリニック 〒594-0076 0725-43-3500社会医療法人　生長会西川　慶一郎 平24. 7. 1内   診療所
     和泉市肥子町二丁目２番１号 常　勤:    5　理事長　田中　肇 新規 現存
     (医       5) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90005-03232 医療法人　老木レディ〒594-1157 0725-51-0111医療法人　老木レディ老木　正彰 平24. 8. 1一般 診療所
     スクリニック２ 和泉市あゆみ野一丁目４番１号 常　勤:    3スクリニック　理事長 新規     一般     7現存
     (医       3)　老木　正彰 平24. 8. 1産婦 小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90105-03240 医療法人　弓立皮膚科〒594-0041 0725-57-5113医療法人　弓立皮膚科弓立　達夫 平24. 7. 1皮   アレ 診療所
     クリニック 和泉市いぶき野５丁目１番地２Ｐ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ＩＶＯ和泉中央２Ｆ (医       1)弓立　達夫 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90205-03257 ささき・クリニック 〒594-1106 0725-53-4970佐々木　剛 佐々木　剛 平24.12. 1内   循   診療所
     和泉市はつが野３丁目１番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90305-03265 特別養護老人ホーム光〒594-0031 0725-56-1882社会福祉法人　大阪府初川　嘉一 平25. 1. 1内   診療所
     明荘診療所 和泉市伏屋町３丁目８番１号 常　勤:    1社会福祉事業団　理事 新規 現存
     (医       1)長　行松　英明 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90405-03273 田中循環器内科 〒594-0071 0725-41-0348田中　秀昌 田中　秀昌 平25. 4. 2内   循   診療所
     和泉市府中町３丁目９番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90505-03281 医療法人　雄仁会　や〒594-1105 0725-57-8222医療法人　雄仁会　理周藤　弥生 平25. 8. 1内   循   呼内診療所
     よいクリニック 和泉市のぞみ野三丁目１２番４１常　勤:    1事長　周藤　雄二 新規 精   現存
     号 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90605-03299 医療法人　和会　うえ〒594-1106 0725-53-5885医療法人　和会　理事上平　和孝 平25. 7. 1内   呼   診療所
     ひら内科クリニック 和泉市はつが野二丁目３番４号 常　勤:    1長　上平　和孝 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90705-03307 医療法人　桜桃会　た〒594-0071 0725-45-5955医療法人　桜桃会　理大川　卓海 平25. 7. 1整外 リハ 診療所
     くみ整形外科 和泉市府中町四丁目２１番１９号常　勤:    1事長　大川　卓海 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
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  90805-03315 医療法人　はぐくみの〒594-0071 0725-40-1199医療法人　はぐくみの岡野　善行 平25. 7. 1小   アレ 診療所
     森　おかのこどもクリ和泉市府中町一丁目２０番１号フ常　勤:    1森　理事長　岡野　善 組織変更 現存
     ニック チュール和泉　２階２０２－１ (医       1)行 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90905-03323 医療法人　広知会　長〒594-0073 072-546-1212医療法人　広知会　理長野　高広 平25. 7. 1内   小   診療所
     野内科 和泉市和気町４丁目８番２３号 常　勤:    1事長　長野　高広 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91005-03331 医療法人　山田会　や〒594-0041 0725-55-5780医療法人　山田会　理山田　政司 平26. 1. 1内   呼   診療所
     まだ内科クリニック 和泉市いぶき野五丁目１番２号ピ常　勤:    1事長　山田　政司 組織変更 現存
     ボ和泉中央２階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91105-03349 医療法人　橘会　南横〒594-1132 0725-92-0045医療法人　橘会　理事小嶋　善春 平26. 2. 6内   診療所
     山診療所 和泉市父鬼町８９－１ 常　勤:    1長　森本　義彦 移転 現存
     (医       1) 平26. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91205-03364 ふじわら診療所 〒594-1102 0725-90-5357藤原　弘佳 藤原　弘佳 平26. 7. 1内   外   診療所
     和泉市和田町１５１番地３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91305-03372 すずき眼科クリニック〒594-1157 0725-90-4308鈴木　孝司 鈴木　孝司 平26.11. 1眼   診療所
     和泉市あゆみ野４－４－７ららぽ常　勤:    1 新規 現存
     ーと和泉４階 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91405-03406 川西医院 〒594-0023 0725-44-8888川西　泰徳 川西　泰徳 平27. 1. 1内   循   小  診療所
     和泉市伯太町２丁目２５番１８号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91505-03422 いのうえクリニック 〒594-0006 0725-40-0770井上　潔彦 井上　潔彦 平27. 5. 1内   消   診療所
     和泉市尾井町２丁目８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91605-03430 医療法人石黎会　石田〒594-0041 0725-50-2415医療法人石黎会　理事石田　博 平27. 7. 1小   神内 診療所
     こどもクリニック 和泉市いぶき野五丁目１番２号ｐ常　勤:    1長　石田　博 組織変更 現存
     ｉｖｏ和泉中央２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91705-03448 医療法人聖和錦秀会　〒594-1151 0725-53-1555医療法人聖和錦秀会　湯　久浩 平27. 9. 1精神       354病院
     阪和いずみ病院 和泉市唐国町４丁目１５番４８号常　勤:   11理事長　籔本　雅巳 組織変更 療養        90現存
     (医      11) 平27. 9. 1精   心内 内  
     非常勤:    7 リハ 
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91805-03455 おぐらクリニック 〒594-0041 0725-57-2828医療法人峻伸会　理事小倉　絵美子 平27. 9. 1眼   診療所
     和泉市いぶき野５丁目１番１１号常　勤:    1長　春次　伸次郎 組織変更 現存
     エコールいずみ３Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91905-03463 かんばらクリニック 〒594-1157 0725-92-8012寒原　勝己 寒原　勝己 平27.12. 1内   消   診療所
     和泉市あゆみ野４丁目４番７らら常　勤:    1 新規 現存
     ぽーと和泉店２階２３３０号Ｄ室(医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92005-03471 医療法人朝雲会　あさ〒594-0041 0725-58-7742医療法人朝雲会　理事朝雲　浩人 平28. 1. 1整外 リハ 診療所
     ぐも整形外科クリニッ和泉市いぶき野五丁目１番２号ｐ常　勤:    1長　朝雲　浩人 組織変更 現存
     ク ｉｖｏ和泉中央２Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92105-03489 井野医院 〒594-0031 0725-56-1146井野　光 井野　光 平28. 4. 1内   循   診療所
     和泉市伏屋町１丁目５番４号 常　勤:    2 継承 内科、循環器内現存
     (医       2) 平28. 4. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92205-03497 医療法人入船会　いり〒594-0013 0725-44-7196医療法人入船会　理事入船　元裕 平28. 9. 1眼   診療所
     ふね眼科 和泉市鶴山台一丁目４番地１０ 常　勤:    1長　入船　元裕 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92305-03505 田所クリニック 〒594-0071 0725-47-0707田所　靖啓 田所　靖啓 平29. 1. 1内   診療所
     和泉市府中町１丁目１２番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92405-03513 医療法人　おおうえこ〒594-0031 0725-50-5535医療法人おおうえこど大植　慎也 平29. 3. 1小   診療所
     どもクリニック 和泉市伏屋町三丁目３番８号エム常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     ズコート光明池１階 (医       1)　大植　慎也 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92505-03521 泌尿器科むかいクリニ〒594-1105 0725-50-5055向井　雅俊 向井　雅俊 平29. 5. 1ひ   診療所
     ック 和泉市のぞみ野２丁目５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92605-03539 なかお眼科 〒594-0031 0725-90-6281中尾　彰 中尾　彰 平29. 6. 1眼   診療所
     和泉市伏屋町２丁目１３番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92705-03547 矢田内科 〒594-0022 0725-40-3318矢田　京子 矢田　京子 平29. 5. 1内   リハ 皮  診療所
     和泉市黒鳥町三丁目２５番２１号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92805-03554 よしざきクリニック 〒594-0002 0725-46-7600吉崎　堅一 吉崎　堅一 平29. 6. 1一般        15診療所
     和泉市上町６６１番地の１ 常　勤:    2 継承 内   整外 リハ現存
     (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92905-03562 青山クリニック 〒594-0066 0725-40-1900青山　泰孝 青山　泰孝 平29. 9. 1内   診療所
     和泉市桑原町２７９番地２号第一常　勤:    1 新規 現存
     泉洋ビル２０２ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93005-03570 梶浦医院 〒594-1111 0725-56-3905梶浦　貢 梶浦　貢 平30. 1. 1内   小   診療所
     和泉市光明台三丁目４番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93105-03588 いずみクリニック 〒594-0074 0725-46-8288李　康彦 李　康彦 平30. 4. 1内   精   リハ診療所
     和泉市小田町２丁目１－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93205-03596 医療法人　南大阪ペイ〒594-0083 0725-43-4700医療法人南大阪ペイン坂口　雅彦 平30. 3. 1内   麻   リハ診療所
     ンクリニック内科坂口和泉市池上町一丁目５番２９号 常　勤:    1クリニック内科坂口医 組織変更 アレ 皮   小  現存
     医院 (医       1)院　理事長　坂口　雅 平30. 3. 1
     彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93305-03604 医療法人　もりわき小〒594-0031 0725-92-7771医療法人もりわき小児守脇　孝成 平30. 3. 1小   診療所
     児科 和泉市伏屋町三丁目２７番７号 常　勤:    1科　理事長　守脇　孝 組織変更 現存
     (医       1)成 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93405-03612 和泉市立総合医療セン〒594-0073 0725-41-1331和泉市長　 　宏康 村上　城子 平30. 4. 1一般       307病院
     ター 和泉市和気町四丁目５番１号 常　勤:   79 移転 内   循   呼内現存
     (医      78) 平30. 4. 1消   小   精  
     (歯       1) 外   整外 脳外
     非常勤:   25 ひ   眼   婦  
     (医      25) 耳い 皮   放  
     救命 透析 心外
     呼外 形外 リウ
     リハ 麻   病理
     脳内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93505-03620 おくやまクリニック 〒594-0065 072-540-0707奥山　裕司 奥山　裕司 平30. 5. 1内   循   診療所
     和泉市観音寺町６５７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93605-03638 内科川北クリニック 〒594-0071 0725-41-3001川北　啓 川北　啓 平30. 5. 1内   消   診療所
     和泉市府中町６丁目１４－２８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93706-00244 医療法人吉川会　吉川〒595-0061 0725-32-3666医療法人　吉川会　理吉川　憲秀 昭32.10. 1療養        59病院
     病院 泉大津市春日町２番１０号 常　勤:    4事長　吉川　憲秀 新規 内   外   整外現存
     (医       4) 平29.10. 1呼内 リウ リハ
     非常勤:    1 放   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93806-00566 年名皮膚泌尿器科 〒595-0062 0725(33)3118年名　啓 年名　啓 昭45. 4. 1皮   ひ   診療所
     泉大津市田中町１０－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93906-00624 泉大津市立病院 〒595-0027 0725-32-5622泉大津市長　南出　賢宮下　律子 昭47. 4. 1一般       230病院
     泉大津市下条町１６番１号 常　勤:   41一 組織変更 内   小   外  現存
     (医      41) 平29. 4. 1整外 産婦 眼  
     非常勤:   74 耳い リハ 放  
     (医      74) 麻   皮   ひ  
     脳外 消   神内
     こう 呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94006-00723 川﨑眼科 〒595-0043 0725-32-0272川﨑　善和 川﨑　善和 昭52. 9. 1眼   診療所
     泉大津市清水町１番５０号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94106-00764 塩田内科医院 〒595-0021 0725-45-1391塩田　正明 塩田　正明 昭54.10. 1内   小   診療所
     泉大津市東豊中町１－１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  94206-00806 伊藤医院 〒595-0024 0725-22-0230伊藤　努 伊藤　努 昭55.11. 1内   消   診療所
     泉大津市池浦町四丁目２番２５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94306-00871 社会福祉法人百楽福祉〒595-0033 0725-21-1250社会福祉法人百楽福祉淺井　健一郎 昭58. 7. 1内   診療所
     会　特別養護老人ホー泉大津市板原町一丁目９番１８号常　勤:    1会　理事長　赤井　政 新規 現存
     ム百楽園診療所 (医       1)彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94406-00921 田中内科クリニック 〒595-0072 0725-33-2671田中　一雄 田中　一雄 昭59. 8. 1内   消   神内診療所
     泉大津市松之浜町二丁目７番２８常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94506-00939 田中耳鼻咽喉科 〒595-0072 0725-21-6831田中　悦子 田中　悦子 昭59. 8. 1耳い 診療所
     泉大津市松之浜町二丁目７番２８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94606-00954 医療法人泉秀会　かわ〒595-0023 0725-21-6222医療法人泉秀会　理事河合　大吾郎 昭62. 4. 1一般        46病院
     い病院 泉大津市豊中町二丁目６番５号 常　勤:    5長　河合　秀郎 組織変更 整外 外   リハ現存
     (医       5) 平29. 4. 1放   小   麻  
     非常勤:   16 リウ 
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94706-00970 医療法人順興会　上條〒595-0005 0725-32-1271医療法人順興会上條診武本　優次 昭64. 1. 1内   小   診療所
     診療所 泉大津市森町二丁目３番８号 常　勤:    1療所　理事長　武本　 組織変更 現存
     (医       1)優次 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94806-01036 東雲八木診療所 〒595-0026 0725-32-7776八木　髙秀 八木　髙秀 平 2. 4. 1内   循   診療所
     泉大津市東雲町２番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94906-01044 医療法人　三瀬医院 〒595-0021 0725-44-3104医療法人三瀬医院　理三瀬　徹 平 2. 7. 1ひ   内   和漢診療所
     泉大津市東豊中町三丁目１８番１常　勤:    1事長　三瀬　徹 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95006-01077 西本医院 〒595-0062 0725(23)0070西本　直光 西本　直光 平 3. 4. 1内   ひ   診療所
     泉大津市田中町４番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95106-01085 医療法人　中瀬クリニ〒595-0039 0725-21-2501医療法人中瀬クリニッ中瀬　栄之 平 4. 1. 1一般         5診療所
     ック 泉大津市楠町東１番１号 常　勤:    2ク　理事長　中瀬　栄 組織変更 内   外   胃  現存
     (医       2)之 平28. 1. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95206-01093 信貴小児科 〒595-0065 0725-32-1082信貴　邦夫 信貴　邦夫 平 4. 4. 1小   診療所
     泉大津市若宮町１０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95306-01127 医療法人　小川医院 〒595-0021 0725-45-3463医療法人小川医院　理小川　博正 平 5. 7. 1内   胃   診療所
     泉大津市東豊中町一丁目５番５５常　勤:    1事長　小川　博正 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95406-01135 医療法人　楯整形外科〒595-0062 0725-33-8625医療法人　楯整形外科楯　憲一郎 平 5. 7. 1整外 リハ 診療所
     泉大津市田中町３番１７号 常　勤:    1　理事長　楯　憲一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95506-01143 吉田内科クリニック 〒595-0005 0725-31-1988吉田　侑良 吉田　侑良 平 5.10. 1内   消   循  診療所
     泉大津市森町一丁目３番２５号 常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95606-01150 医療法人　重信内科 〒595-0023 0725-22-2233医療法人重信内科　理重信　堯 平 6. 1. 1内   胃   循  診療所
     泉大津市豊中町三丁目２番３５号常　勤:    1事長　重信　堯 組織変更 放   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95706-01168 医療法人優篤会　三浦〒595-0072 0725-21-6081医療法人　優篤会三浦三浦　浩介 平 6. 1. 1内   神内 リハ診療所
     クリニック 泉大津市松之浜町二丁目２番８号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)三浦　浩介 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95806-01200 覚寿園診療所 〒595-0011 0725-33-1000社会福祉法人覚寿園　岩瀬　博紀 平 7. 5. 1内   精   胃  診療所
     泉大津市曽根町二丁目２番３８号常　勤:    1理事長　藤原　義紀 新規 呼   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95906-01218 持田皮フ科 〒595-0025 0725-31-2830持田　和伸 持田　和伸 平 7. 8. 1皮   診療所
     泉大津市旭町１８番３号いずみお常　勤:    1 新規 現存
     おつＣＩＴＹ１階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  96006-01226 梶野耳鼻咽喉科医院 〒595-0025 0725-21-0882梶野　朋子 梶野　朋子 平 7.10. 1耳い 診療所
     泉大津市旭町１８番３号アルザ泉常　勤:    1 新規 現存
     大津１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96106-01234 医療法人　井庭医院 〒595-0062 0725-21-0443医療法人井庭医院　理井庭　健 平 7.12. 1内   小   診療所
     泉大津市田中町２番２４号 常　勤:    1事長　井庭　健 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96206-01242 永野医院 〒595-0046 0725-32-1075永野　隆浩 永野　隆浩 平 8. 2. 1内   小   婦  診療所
     泉大津市上之町７番３４号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96306-01259 医療法人植田会　府中〒595-0021 0725-41-7227医療法人　植田会　理後藤　章夫 平 8. 5. 1皮   診療所
     皮膚科診療所 泉大津市東豊中町一丁目５番５５常　勤:    1事長　大門　位守 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96406-01283 医療法人　下出眼科 〒595-0006 0725-21-2556医療法人　下出眼科　下出　喜久子 平 9. 1. 1眼   診療所
     泉大津市東助松町二丁目６番２号常　勤:    1理事長　下出　喜久子 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96506-01291 医療法人穂仁会　原病〒595-0006 0725-21-6616医療法人　穂仁会　理田川　善啓 平 9. 2. 1一般        45病院
     院 泉大津市東助松町一丁目７番１号常　勤:    5事長　原　眞理子 組織変更 療養        49現存
     (医       5) 平30. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   14 胃   こう 麻  
     (医      14) 放   リハ 循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96606-01325 山路皮膚科医院 〒595-0006 0725-32-0619山路　雅己 山路　雅己 平 9.11. 1皮   診療所
     泉大津市東助松町一丁目１２番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96706-01333 中医院 〒595-0062 0725-32-1578中　透 中　透 平 9.10. 1内   小   循  診療所
     泉大津市田中町９番１６号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96806-01382 平山胃腸科・内科 〒595-0072 0725-33-6017平山　和之 平山　和之 平11. 1. 1内   消   循  診療所
     泉大津市松之浜町一丁目１番４号常　勤:    1 移転 放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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  96906-01408 特別養護老人ホーム　〒595-0066 0725-33-6001社会福祉法人　サポー杉本　憲志郎 平11. 4. 1内   外   精  診療所
     オズ診療所 泉大津市菅原町１０番３３号 常　勤:    1トハウス　理事長　鈴 新規 皮   現存
     (医       1)木　章司 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97006-01457 清水レディースクリニ〒595-0026 0725-20-0170清水　廣 清水　廣 平13. 2. 1一般         1診療所
     ック 泉大津市東雲町３番８号 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97106-01473 おおぞの眼科 〒595-0021 0725-47-0477大薗　澄江 大薗　澄江 平13. 3. 1眼   診療所
     泉大津市東豊中町一丁目５番５５常　勤:    1 新規 現存
     号サンストア府中２階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97206-01481 医療法人油谷会　油谷〒595-0023 0725-32-5111医療法人　油谷会　理油谷　令尹子 平13. 3. 1内   小   胃  診療所
     クリニック 泉大津市豊中町二丁目５番１０号常　勤:    1事長　油谷　令尹子 移転 循   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97306-01556 長本医院 〒595-0006 0725-32-1280長本　一成 長本　一成 平14. 8. 1内   小   診療所
     泉大津市東助松町一丁目１２番９常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97406-01572 医療法人優信会　村上〒595-0025 0725-31-2202医療法人優信会　理事村上　信伍 平15. 1. 1内   胃   呼  診療所
     クリニック 泉大津市旭町１８番３号アルザ泉常　勤:    1長　村上　信伍 組織変更 外   リハ 現存
     大津１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97506-01580 医療法人　戎野内科医〒595-0006 0725-32-5511医療法人戎野内科医院戎野　昌二 平15. 1. 1内   診療所
     院 泉大津市東助松町一丁目７番３号常　勤:    1　理事長　戎野　昌二 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97606-01598 沖本クリニック 〒595-0025 0725-31-3380沖本　俊明 沖本　俊明 平15. 1. 1内   消   外  診療所
     泉大津市旭町２３番３８号 常　勤:    1 移転 整外 リハ 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97706-01622 川口クリニック 〒595-0055 0725-32-0050川口　真 川口　真 平15. 5. 1内   小   アレ診療所
     泉大津市なぎさ町６番１号５０３常　勤:    1 継承 現存
     きららセンタービル５階 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97806-01648 長野クリニック 〒595-0015 0725-32-3234長野　正広 長野　正広 平15. 8. 1循   内   小  診療所
     泉大津市二田町一丁目１２番８号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 8. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   108 頁

  97906-01655 前田整形外科 〒595-0015 0725-33-1311前田　 雄 前田　 雄 平15.10. 1整外 リウ リハ診療所
     泉大津市二田町一丁目１番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98006-01663 医療法人　杉本クリニ〒595-0071 0725-20-1585医療法人杉本クリニッ杉本　憲志郎 平15.10. 1外   内   胃  診療所
     ック 泉大津市助松町一丁目２番１５号常　勤:    1ク　理事長　杉本　憲 移転 小   現存
     (医       1)志郎 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98106-01671 医療法人健脩会　伊賀〒595-0062 0725-23-5055医療法人健脩会　理事伊賀　正英 平16. 7. 1精   心内 神  診療所
     クリニック 泉大津市田中町４番５号ミレニア常　勤:    1長　伊賀　正英 組織変更 現存
     ムＵ１Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98206-01689 片岡泌尿器科クリニッ〒595-0014 0725-20-5123 岡　喜代德 岡　喜代德 平17. 2. 1ひ   診療所
     ク 泉大津市寿町３番３４号ジョイフ常　勤:    1 新規 現存
     ル寿１０２号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98306-01697 ローズガーデン条南苑〒595-0021 0725-40-5800社会福祉法人豊中福祉寺本　和弘 平17. 4. 1内   精   診療所
     診療所 泉大津市東豊中町二丁目４番２６常　勤:    1会　理事長　八木　秀 新規 現存
     号 (医       1)富 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98406-01705 川知内科クリニック 〒595-0024 0725-20-6800川知　雅典 川知　雅典 平17. 4. 1内   診療所
     泉大津市池浦町四丁目５番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98506-01713 柴谷内科 〒595-0036 0725-32-2384柴谷　孝夫 柴谷　孝夫 平17. 5. 1内   胃   呼  診療所
     泉大津市昭和町１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98606-01721 かやのき内科医院 〒595-0046 0725-22-0378栢木　 朗 栢木　 朗 平17. 6. 1内   消   小  診療所
     泉大津市上之町６番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98706-01739 医療法人　栞輝会　眼〒595-0024 0725-33-7722医療法人　栞輝会　理今居　寅男 平17. 7. 1眼   診療所
     科いまいクリニック 泉大津市池浦町一丁目３番２１号常　勤:    1事長　今居　寅男 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98806-01762 寺本医院 〒595-0025 0725-32-1848寺本　和弘 寺本　和弘 平18. 4. 1内   呼   診療所
     泉大津市旭町１２番１２号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98906-01788 医療法人　蒼鷹会　川〒595-0024 0725-23-5600医療法人　蒼鷹会　理川島　聡 平19. 1. 1整外 婦   リウ診療所
     島クリニック 泉大津市池浦町四丁目５番４１号常　勤:    2事長　川島　聡 組織変更 リハ 産婦 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99006-01796 やまだクリニック 〒595-0011 0725-33-8882山田　忍 山田　忍 平19. 5. 1内   外   消  診療所
     泉大津市曽根町三丁目９番３３号常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99106-01804 竹原医院 〒595-0027 0725-22-2255竹原　繁芳 竹原　繁芳 平19. 6. 1内   リハ 診療所
     泉大津市下条町１８番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99206-01820 医療法人　あずま耳鼻〒595-0017 0725-32-4000医療法人あずま耳鼻咽東　 二 平19. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科 泉大津市池園町１４番１５号 常　勤:    1喉科　理事長　東　博 組織変更 現存
     (医       1)二 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99306-01838 医療法人　うちだこど〒595-0025 0725-20-6360医療法人うちだこども内田　宏 平19. 7. 1小   アレ 診療所
     もクリニック 泉大津市旭町２２－６４ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)内田　宏 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99406-01846 助松団地診療所 〒595-0007 0725-32-5776吉本　佳子 吉本　佳子 平20. 1. 1内   小   診療所
     泉大津市助松団地３番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99506-01879 医療法人ひかり会　け〒595-0015 0725-33-0220医療法人ひかり会　理細原　圭子 平21. 6. 1皮   アレ 診療所
     いこ皮ふ科クリニック泉大津市二田町一丁目１３番１１常　勤:    1事長　細原　圭子 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99606-01887 川端医院 〒595-0041 0725-32-2580川端　徹 川端　徹 平21. 6. 1内   神内 診療所
     泉大津市戎町５番９号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99706-01911 あずま医院 〒595-0017 0725-32-0897東　一夫 東　一夫 平22.12. 1内   診療所
     泉大津市池園町１４番１８号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99806-01937 医療法人　きむら耳鼻〒595-0006 0725-20-0181医療法人　きむら耳鼻木村　忠司 平24. 7. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科クリニック 泉大津市東助松町２丁目６番２－常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     １号 (医       1)事長　木村　忠司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99906-01952 宮崎耳鼻咽喉科 〒595-0024 0725-20-0888宮﨑　和浩 宮﨑　和浩 平25. 3. 4耳い アレ 診療所
     泉大津市池浦町２丁目６－２６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 3. 4
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 100006-01960 医療法人真風会　ふじ〒595-0017 0725-20-0224医療法人真風会　理事藤井　真 平26. 7. 1整外 内   皮  診療所
     いクリニック 泉大津市池園町１４番３号 常　勤:    2長　藤井　真 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100106-01978 医療法人　うえにし乳〒595-0015 0725-33-0724医療法人うえにし乳腺上西　幹洋 平26. 7. 1外   こう 消  診療所
     腺消化器クリニック 泉大津市二田町一丁目１３番１３常　勤:    1消化器クリニック　理 組織変更 内   現存
     号あすと松ノ浜２階 (医       1)事長　上西　幹洋 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100206-02000 医療法人吉州会　おづ〒595-0025 072-592-8882医療法人吉州会　理事金子　吉彦 平28. 4. 1眼   診療所
     眼科クリニック 泉大津市旭町１７番１号 常　勤:    1長　金子　吉彦 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100306-02018 いのうえ消化器内科ク〒595-0072 0725-90-5457井上　拓也 井上　拓也 平28. 5. 1消   内   診療所
     リニック 泉大津市松之浜町２丁目４番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100406-02026 あいの泉クリニック 〒595-0037 0725-20-0688林　文博 林　文博 平29.11. 1内   消   リハ診療所
     泉大津市虫取町１－６－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100506-02034 いずみ脳神経内科 〒595-0024 0725-23-8885和手　麗香 和手　麗香 平29.11. 1脳内 リハ 診療所
     泉大津市池浦町４丁目９番４８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100606-02042 医療法人　杉本医院 〒595-0063 0725-32-3251医療法人杉本医院　理杉本　貴昭 平29.11. 1外   内   診療所
     泉大津市本町４－１７ 常　勤:    1事長　杉本　貴昭 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100706-02059 医療法人　森内脳神経〒595-0024 0725-90-7777医療法人森内脳神経ク森内　秀祐 平30. 3. 1脳外 神内 診療所
     クリニック 泉大津市池浦町一丁目９番１号 常　勤:    1リニック　理事長　森 組織変更 現存
     (医       1)内　秀祐 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100807-00325 日沖医院 〒586-0018 0721-52-5918日沖　芳子 日沖　芳子 昭41.10. 1内   小   放  診療所
     河内長野市千代田南町８番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100907-00606 医療法人博我会　滝谷〒586-0006 0721-53-5002医療法人博我会　理事大澤　保 昭52. 2. 1療養        93病院
     病院 河内長野市松ケ丘中町１４５３番常　勤:    3長　山岡　久泰 組織変更 内   放   現存
     地 (医       2) 平28. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101007-00671 畑間診療所 〒586-0042 0721-63-0562畑間　輝雄 畑間　輝雄 昭55. 1. 1内   小   放  診療所
     河内長野市日東町１１番１０号 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101107-00721 医療法人弘生会　老寿〒586-0094 0721-55-0200医療法人弘生会　理事北畑　大輔 昭56. 1. 1療養       281病院
     サナトリウム 河内長野市小山田町３７９番地の常　勤:    6長　北畑　英樹 新規 内   現存
     ５ (医       5) 平29. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101207-00929 藤林医院 〒586-0015 0721(52)2539藤林　祥悟 藤林　祥悟 昭61. 3.14内   外   診療所
     河内長野市本町８番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101307-00978 特別養護老人ホーム寿〒586-0094 0721-52-3888社会福祉法人博光福祉高島　耕司 昭61.10. 1内   精   診療所
     里苑診療所 河内長野市小山田町４４８－２ 常　勤:    1会　理事長　桐山　博 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101407-00986 医療法人　奥田整形外〒586-0009 0721-54-2003医療法人奥田整形外科奥田　好彦 昭62. 1. 1整外 リハ 麻  診療所
     科 河内長野市木戸西町三丁目１番１常　勤:    1　理事長　奥田　好彦 組織変更 現存
     ５号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101507-00994 医療法人幸仁会　斎田〒586-0025 0721-55-6156医療法人幸仁会　理事斎田　幸次 昭62. 1. 1産婦 内   小  診療所
     マタニティークリニッ河内長野市昭栄町１番１９号 常　勤:    2長　斎田　幸次 組織変更 現存
     ク (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101607-01059 医療法人新和会　津田〒586-0024 0721-54-1575医療法人新和会津田整朝田　滋貴 昭62. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 河内長野市西之山町１０番２９号常　勤:    1形外科　理事長　朝田 組織変更 現存
     (医       1)　滋貴 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 101707-01083 医療法人　三軒医院 〒586-0026 0721-52-2252医療法人　三軒医院　三軒　久義 昭63. 1. 1ひ   皮   診療所
     河内長野市寿町３番４６号 常　勤:    4理事長　三軒　久義 組織変更 現存
     (医       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101807-01117 医療法人敬任会　岡記〒586-0024 0721(55)1221医療法人敬任会　理事岡　貴史 昭63. 2. 1一般        99病院
     念病院 河内長野市西之山町１１番１８号常　勤:    5長　岡　貴史 組織変更 内   外   整外現存
     (医       5) 平30. 2. 1脳外 皮   リハ
     非常勤:   38 放   形外 
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101907-01141 医療法人孝仁会　澤田〒586-0014 0721-53-2313医療法人孝仁会　理事寒川　昌明 昭63. 8. 1一般        64病院
     病院 河内長野市長野町７番１１号 常　勤:    4長　澤田　重吾 移転 外   整外 内  現存
     (医       4) 平24. 8. 1皮   ひ   
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102007-01232 医療法人　加藤医院 〒586-0048 0721-65-6070医療法人加藤医院　理加藤　正義 昭62. 1. 1内   外   放  診療所
     河内長野市三日市町２０６番地の常　勤:    1事長　加藤　正義 移転 現存
     １ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102107-01240 医療法人　山本医院 〒586-0018 0721-52-6407医療法人山本医院　理山本　淳 昭41. 3. 1内   呼   診療所
     河内長野市千代田南町６番８号 常　勤:    1事長　山本　淳 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102207-01299 医療法人　小林診療所〒586-0044 0721-63-3072医療法人小林診療所　小林　雄一 平 2. 1. 1内   小   リハ診療所
     河内長野市美加の台一丁目３８番常　勤:    2理事長　小林　雄一 組織変更 現存
     ６号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102307-01331 とやま医院 〒586-0043 0721-65-1817外山　佳子 外山　佳子 平 2. 9. 1内   整外 診療所
     河内長野市清見台一丁目８番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102407-01398 清水クリニック 〒586-0044 0721-63-9356清水　雅弘 清水　雅弘 平 4.12. 1消   小   外  診療所
     河内長野市美加の台一丁目３４番常　勤:    2 新規 整外 現存
     ５号 (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102507-01422 医療法人　佐野耳鼻咽〒586-0018 0721-52-3387医療法人佐野耳鼻咽喉佐野　由紀子 平 5. 2. 1耳い 診療所
     喉科 河内長野市千代田南町８番３号 常　勤:    1科　理事長　佐野　由 移転 現存
     (医       1)紀子 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102607-01513 医療法人生登会　寺元〒586-0017 0721-50-1111医療法人生登会　理事寺元　隆 平 7. 1. 1一般       160病院
     (07-61513 ) 記念病院 河内長野市古野町４番１１号 常　勤:   23長　寺元　隆 組織変更 内   消   循  療養病床
     (医      21) 平28. 1. 1外   整外 形外現存
     (歯       2) 眼   脳外 皮  
     非常勤:   30 ひ   放   耳い
     (医      29) リハ 歯外 麻  
     (歯       1) こう 
     内科、血液内科
     、消化器内科、
     循環器内科、外
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102707-01539 医療法人幸生会　中林〒586-0077 0721-62-3838医療法人　幸生会　理中林　才治 平 7. 7. 1内   循   消  診療所
     医院 河内長野市南花台八丁目５番５号常　勤:    1事長　中林　才治 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102807-01547 医療法人　小田医院 〒586-0046 0721-63-5350医療法人　小田医院　小田　二郎 平 7.11. 1内   小   診療所
     河内長野市中片添町３８番５号 常　勤:    1理事長　小田　二郎 移転 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102907-01554 医療法人　七野整形外〒586-0067 0721-63-6925医療法人七野整形外科七野　清之 平 8. 1. 1整外 外   リハ診療所
     科医院 河内長野市南青葉台１８番１８号常　勤:    1医院　理事長　七野　 組織変更 現存
     (医       1)清之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103007-01588 医療法人　松尾クリニ〒586-0077 0721-63-4130医療法人松尾クリニッ松尾　正氣 平 8. 3. 1整外 脳外 診療所
     ック 河内長野市南花台一丁目１７番９常　勤:    1ク　理事長　松尾　正 移転 現存
     号 (医       1)氣 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103107-01604 なみかわクリニック 〒586-0024 0721-54-6155並河　平夫 並河　平夫 平 8. 9. 1内   循   放  診療所
     河内長野市西之山町１番２２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103207-01612 尾﨑医院 〒586-0015 0721-52-2349尾﨑　高志 尾﨑　高志 平 8. 8. 1外   内   脳外診療所
     河内長野市本町２９番２７号 常　勤:    1 継承 リハ 放   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103307-01661 大谷整形外科 〒586-0009 0721-55-7727大谷　明久 大谷　明久 平10. 4. 1整外 リハ 診療所
     河内長野市木戸西町二丁目７番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103407-01679 長﨑内科医院 〒586-0009 0721-50-3200長﨑　大壽 長﨑　大壽 平10. 9. 1内   消   アレ診療所
     河内長野市木戸西町二丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103507-01695 医療法人　山内眼科医〒586-0016 0721-55-0750医療法人山内眼科医院橋本　茂樹 平10. 9. 1眼   診療所
     院 河内長野市西代町１番２１号 常　勤:    1　理事長　橋本　茂樹 移転 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103607-01711 特別養護老人ホーム　〒586-0053 0721-63-0171社会福祉法人　楠黄福長田　哲雄 平11. 4. 1内   診療所
     泰昌園診療所 河内長野市寺元９２８番地 常　勤:    1祉会　理事長　長田　 新規 現存
     (医       1)哲雄 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103707-01729 山口診療所 〒586-0011 0721-52-5719山口　竜司 山口　竜司 平11. 4. 1内   放   呼  診療所
     河内長野市汐の宮町１９番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103807-01745 いいたに小児科 〒586-0095 0721-56-1189飯谷　秀美 飯谷　秀美 平11.11. 1小   診療所
     河内長野市あかしあ台一丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番１０号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103907-01752 山上クリニック 〒586-0009 0721-54-4772山上　敬 山上　敬 平11.11. 1内   循   小  診療所
     河内長野市木戸西町二丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ３号千代田セントラルビル１階 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104007-01778 大橋眼科 〒586-0009 0721-50-0055大 　秀行 大 　秀行 平12. 2. 1眼   診療所
     河内長野市木戸西町二丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ６号小澤ビル１階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104107-01786 医療法人　吉川眼科医〒586-0048 0721-63-7393医療法人　吉川眼科医吉川　日出男 平12. 9. 1眼   診療所
     院 河内長野市三日市町２４１番１ 常　勤:    1院　理事長　吉川　日 移転 現存
     (医       1)出男 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104207-01794 中野皮フ科医院 〒586-0016 0721-52-1112中野　敦 中野　敦 平13. 7. 1皮   診療所
     河内長野市西代町１番２１号山内常　勤:    1 新規 現存
     眼科ビル３階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 104307-01802 医療法人健真会　はぶ〒586-0022 0721-56-2220医療法人健真会　理事土生　裕史 平13. 7. 1内   循   診療所
     医院 河内長野市本多町１番４５号シェ常　勤:    1長　土生　裕史 組織変更 現存
     ーネスハイム日野谷１０１号室 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104407-01828 楠本医院 〒586-0009 0721-52-0550楠本　聡 楠本　聡 平13.10. 1胃   内   こう診療所
     河内長野市木戸西町三丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104507-01836 医療法人　池田内科医〒586-0077 0721-63-3969医療法人　池田内科医池田　桂三 平13.10.29内   小   アレ診療所
     院 河内長野市南花台三丁目６番５０常　勤:    1院　理事長　池田　桂 移転 現存
     号 (医       1)三 平25.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104607-01844 慈恵園希望の丘診療所〒586-0095 0721-52-0333社会福祉法人慈恵園福田中　良典 平14. 1. 1内   リハ 診療所
     河内長野市あかしあ台二丁目６番常　勤:    1祉会　理事長　岡田　 新規 現存
     １５号 (医       1)宗修 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104707-01851 医療法人　かんべ診療〒586-0048 0721-64-8988医療法人　かんべ診療神戸　章 平14. 1. 1内   リハ 消  診療所
     所 河内長野市三日市町４０５番地７常　勤:    1所　理事長　神戸　章 組織変更 内科、消化器内現存
     (医       1) 平26. 1. 1科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104807-01869 社会福祉法人生登福祉〒586-0036 0721-50-0101社会福祉法人　生登福菱田　英二 平15. 2. 1内   外   整外診療所
     会　生登福祉クリニッ河内長野市高向２７４番１ 常　勤:    1祉会　理事長　寺元　 新規 現存
     ク (医       1)隆 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104907-01877 森川クリニック 〒586-0068 0721-62-1555森川　栄司 森川　栄司 平15. 3. 1内   消   こう診療所
     河内長野市北青葉台２９番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105007-01893 泉谷こどもクリニック〒586-0023 0721-52-1110泉谷　德男 泉谷　德男 平15. 8. 1小   診療所
     河内長野市野作町３番６６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105107-01927 福岡内科クリニック 〒586-0068 0721-65-0360福岡　佳宏 福岡　佳宏 平15.11. 1内   神内 診療所
     河内長野市北青葉台４３番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
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 105207-01943 医療法人信輝會　今岡〒586-0001 0721-52-1102医療法人信輝會　理事今岡　信浩 平16. 7. 1心内 精   神内診療所
     クリニック 河内長野市木戸一丁目１番３号宮常　勤:    1長　今岡　信浩 組織変更 内   和漢 現存
     阪ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105307-01976 たかいクリニック　内〒586-0007 0721-50-1119高井　博之 高井　博之 平17.12. 1内   循   眼  診療所
     科・眼科 河内長野市松ケ丘東町１８０５番常　勤:    2 新規 現存
     １ (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105407-01984 みやざき整形外科 〒586-0007 0721-50-1336宮﨑　浩 宮﨑　浩 平17.12. 1整外 リウ リハ診療所
     河内長野市松ケ丘東町１８０５番常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105507-01992 石倉医院 〒586-0082 0721-54-4161石倉　保彦 石倉　保彦 平17.12.26内   小   放  診療所
     河内長野市緑ケ丘中町８番６号 常　勤:    1 移転 神内 現存
     (医       1) 平29.12.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105607-02008 ナカノレディスクリニ〒586-0091 0721-53-1635中野　孝之 中野　孝之 平18. 1. 1一般        13診療所
     ック 河内長野市北貴望ケ丘３番２０号常　勤:    2 継承 産婦 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105707-02016 松本医院 〒586-0093 0721-53-0345松本　英夫 松本　英夫 平18. 1. 1内   麻   皮  診療所
     河内長野市荘園町１２番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105807-02024 医療法人　柏友会　柏〒586-0009 0721-55-0515医療法人柏友会　理事岡田　範之 平18. 3. 1一般        14診療所
     友千代田クリニック 河内長野市木戸西町二丁目１番２常　勤:    3長　由良　高文 新規 内   ひ   現存
     ５号 (医       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105907-02065 森本小児科医院 〒586-0048 0721-64-0390森本　康夫 森本　康夫 平18. 7. 1小   診療所
     河内長野市三日市町４８１番１４常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 106007-02073 栗本皮膚科医院 〒586-0046 0721(65)1852栗本　圭久 栗本　圭久 平18. 7. 5皮   診療所
     河内長野市中片添町３－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 7. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106107-02099 柿木耳鼻咽喉科 〒586-0024 0721-50-4649柿木　裕史 柿木　裕史 平18.12. 1耳い 診療所
     河内長野市西之山町８番５８号１常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106207-02107 溝口医院 〒586-0004 0721-53-2155児島　麻里 児島　麻里 平19. 5. 1精   心内 診療所
     河内長野市楠町西５５８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106307-02115 医療法人　松尾皮膚科〒586-0009 0721-55-1460医療法人松尾皮膚科医松尾　仁子 平19. 4. 1皮   診療所
     医院 河内長野市木戸西町二丁目１番２常　勤:    1院　理事長　松尾　仁 移転 現存
     ６号小澤ビル２階 (医       1)子 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106407-02149 医療法人　西村小児科〒586-0001 0721-56-1770医療法人西村小児科　 村　拓也 平19.10. 1小   診療所
     河内長野市木戸一丁目６番１号澤常　勤:    1理事長　 村　拓也 新規 現存
     田ビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106507-02156 ふくだ眼科 〒586-0024 0721-52-0880福田　さとり 福田　さとり 平20. 4. 1眼   診療所
     河内長野市西之山町８番５８号Ｃ常　勤:    1 新規 現存
     ＯＣＯＭＯⅢ２階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106607-02164 矢ヶ﨑小児科・アレル〒586-0048 0721-60-3300矢ヶ﨑　一裕 矢ヶ﨑　一裕 平20. 5. 1小   アレ 診療所
     ギー科 河内長野市三日市町５６－１６高常　勤:    2 新規 現存
     岸ビル３階 (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106707-02172 すなみクリニック 〒586-0033 0721-62-8711須波　浩之 須波　浩之 平20. 5. 1耳い 診療所
     河内長野市喜多町１９３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106807-02180 医療法人ラポール会　〒586-0033 0721-65-0003医療法人ラポール会　齊藤　治 平20. 4. 1一般        36病院
     青山第二病院 河内長野市喜多町１９２番地の１常　勤:    6理事長　牧野　泰博 組織変更 療養        84現存
     (医       6) 平26. 4. 1内   循   消  
     非常勤:   29 外   整外 皮  
     (医      29) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 106907-02198 医療法人　青山会　青〒586-0033 0721-63-0048医療法人青山会　理事酒本　勇 平20. 6. 1内   循   診療所
     山クリニック 河内長野市喜多町１９３番地１ 常　勤:    1長　橋塚　省三 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107007-02206 医療法人希会　二見ク〒586-0095 0721-50-1555医療法人希会　理事長二見　国彦 平20. 6. 1内   外   リハ診療所
     リニック 河内長野市あかしあ台一丁目８番常　勤:    2　二見　国彦 組織変更 皮   脳外 現存
     １６号西井あかしあ台ビル１階 (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107107-02222 五味内科クリニック 〒586-0014 0721-56-0800五味　美智子 五味　美智子 平21.12. 1内   診療所
     河内長野市長野町５番１号ノバテ常　勤:    1 新規 現存
     ィながの南館３階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107207-02230 江富眼科 〒586-0012 0721-50-1166江富　朋彦 江富　朋彦 平22. 5. 1眼   診療所
     河内長野市菊水町２番６号荒川菊常　勤:    1 新規 現存
     水ビル３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107307-02248 医療法人生登会　てら〒586-0033 0721-63-0101医療法人生登会　理事葛谷　恒彦 平22. 6. 1一般    病院
     もと医療リハビリ病院河内長野市喜多町１４番地の１ 常　勤:    4長　寺元　隆 移転 療養       132現存
     (医       4) 平28. 6. 1内   リハ 放  
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107407-02263 医療法人　追矢クリニ〒586-0001 0721-52-0108医療法人　追矢クリニ追矢　秀人 平22. 7. 1内   診療所
     ック 河内長野市木戸一丁目６番５号 常　勤:    1ック　理事長　追矢　 組織変更 現存
     (医       1)秀人 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107507-02271 山片診療所 〒586-0075 0721-62-2553山片　重良 山片　重良 平23. 9. 5内   小   皮  診療所
     河内長野市大矢船中町３８－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 9. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107607-02289 一般財団法人　成研会〒586-0014 0721-52-1333一般財団法人　成研会 平23.12. 1精   心内 内  診療所
     　クリニック 河内長野市長野町５番１号ノバテ常　勤:    1　理事長　利森　幸子 新規 現存
     ィながの南館２階 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107707-02297 山片医院 〒586-0077 0721-62-3435山片　里美 山片　里美 平24. 8. 1内   小   皮  診療所
     河内長野市南花台１丁目１３－１常　勤:    1 継承 現存
     ７ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107807-02305 医療法人　川崎眼科 〒586-0048 0721-69-0113医療法人　川崎眼科　川﨑　厚史 平26. 1. 1眼   診療所
     河内長野市三日市町１１１８番地常　勤:    1理事長　川﨑　厚史 組織変更 現存
     の１日野谷ビル２階 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107907-02321 医療法人医整会　田中〒586-0048 0721-62-7575医療法人医整会　理事田中　直史 平26. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形クリニック 河内長野市三日市町２４３番地１常　勤:    1長　田中　直史 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108007-02339 かたせ内科クリニック〒586-0022 0721-53-1900片瀬　竜司 片瀬　竜司 平26. 9. 1内   消   診療所
     河内長野市本多町５－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108107-02347 医療法人　桜井耳鼻咽〒586-0014 0721-54-5771医療法人桜井耳鼻咽喉櫻井　幹士 平27. 1. 1耳い 診療所
     喉科 河内長野市長野町７番２４号 常　勤:    1科　理事長　櫻井　幹 組織変更 現存
     (医       1)士 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108207-02362 笹井内科 〒586-0094 0721-53-1000笹井　賢良 笹井　賢良 平27. 8. 1内   診療所
     河内長野市小山田町６３１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108307-02370 医療法人　勝部クリニ〒586-0024 0721-53-2121医療法人　勝部クリニ勝部　智也 平27. 9. 1内   胃   診療所
     ック 河内長野市西之山町２番２９号 常　勤:    2ック　理事長　勝部　 移転 　 現存
     (医       2)智也 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108407-02388 かわにしクリニック 〒586-0011 0721-55-3710川西　一信 川西　一信 平27.11. 1内   診療所
     河内長野市汐の宮町４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108507-02396 医療法人横敏会　よこ〒586-0012 0721-50-2810医療法人横敏会　理事横内　敏郎 平28. 1. 1心内 内   精  診療所
     うちクリニック 河内長野市菊水町２番３３号 常　勤:    1長　横内　敏郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108607-02404 なかたにクリニック 〒586-0048 0721-63-6825中谷　佳博 中谷　佳博 平28.11. 1内   循   消  診療所
     河内長野市三日市町１６０番地 常　勤:    1 新規 和漢 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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 108707-02412 さくらもと眼科 〒586-0001 0721-50-1146櫻本　宏之 櫻本　宏之 平29. 2. 1眼   診療所
     河内長野市木戸３丁目４１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108807-02420 医療法人ときわ会　木〒586-0014 0721-50-4112医療法人ときわ会　理木田　昌隆 平29. 3. 1形外 皮   診療所
     田形成外科皮フ科クリ河内長野市長野町２番１２号 常　勤:    1事長　木田　昌隆 組織変更 現存
     ニック (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108907-02438 たなか小児科ほほえみ〒586-0015 0721-26-7801田中　啓子 田中　啓子 平29.10. 1小   診療所
     クリニック 河内長野市本町１５－５　本町山常　勤:    1 新規 現存
     本ビル１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109007-02446 水野クリニック 〒586-0027 0721-53-6420水野　宅郎 水野　宅郎 平30. 4. 1内   循   小  診療所
     河内長野市千代田台町６－１ 常　勤:    2 継承 消   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109108-00620 百瀬医院 〒546-0014 06-6692-2882百瀬　健 百瀬　健 昭32.10. 1内   小   皮  診療所
     大阪市東住吉区鷹合二丁目７番６常　勤:    1 新規 放   現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109208-00638 福間診療所 〒546-0014 06-6699-4181福間　淑子 福間　淑子 昭32.10. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区鷹合二丁目１３番常　勤:    1 新規 休止
     ２７号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109308-01180 清水医院 〒546-0044 06-6713-4897清水　公子 清水　公子 昭32.10. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区北田辺三丁目２番常　勤:    1 新規 休止
     ２号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109408-02881 会沢医院 〒546-0044 06-6621-5387会沢　允文 会沢　允文 昭36. 3. 1胃   外   皮  診療所
     大阪市東住吉区北田辺５－９－７常　勤:    1 新規 こう 放   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109508-05199 大西医院 〒546-0002 06-6714-0065大西　峰雄 大西　峰雄 昭53. 2. 1内   胃   外  診療所
     大阪市東住吉区杭全四丁目３番１常　勤:    1 新規 皮   現存
     ４号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109608-05314 和田医院 〒546-0032 06-6692-3691和田　徹夫 和田　徹夫 昭55.11.25内   小   診療所
     大阪市東住吉区東田辺二丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番５号 (医       1) 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109708-05363 社会福祉法人愛徳福祉〒546-0035 06-6699-8731社会福祉法人　愛徳福川端　秀彦 昭57. 4. 1一般       120病院
     (08-65363 ) 会　南大阪小児リハビ大阪市東住吉区山坂５－１１－２常　勤:   11祉会　理事長　梶浦　 新規 整外 小   小外現存
     リテーション病院 １ (医      10)一郎 平30. 4. 1リハ ひ   内  
     (歯       1) 歯   
     非常勤:   33
     (医      26)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109808-05397 回生堂　岡田診療所 〒546-0044 06-6719-5162岡田　道彦 岡田　道彦 昭58. 5.19内   リハ 麻  診療所
     大阪市東住吉区北田辺三丁目３番常　勤:    1 継承 休止
     １８号 (医       1) 平28. 5.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109908-05546 前田医院 〒546-0023 06-6692-0951前田　芳子 前田　芳子 昭61. 8.23内   小   産婦診療所
     大阪市東住吉区矢田四丁目１３番常　勤:    1 継承 休止
     ５号 (医       1) 平28. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110008-05579 医療法人　松山診療所〒546-0022 06-6702-1858医療法人松山診療所　松山　茂樹 昭62. 4. 1内   外   整外診療所
     大阪市東住吉区住道矢田一丁目２常　勤:    2理事長　松山　茂樹 新規 小   神内 現存
     ５番５号 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110108-05702 医療法人仁真会　白鷺〒546-0002 06-6714-1661医療法人　仁真会　理庄司　繁市 昭63.10. 1一般        92病院
     病院 大阪市東住吉区杭全七丁目１１番常　勤:   18事長　山川　智之 移転 内   外   ひ  現存
     ２３号 (医      18) 平24.10. 1放   
     非常勤:   35
     (医      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110208-05728 医療法人医道会　中島〒546-0021 06-6701-0263医療法人医道会　理事中島　道隆 昭64. 1. 1内   小   循  診療所
     医院 大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目常　勤:    2長　中島　道隆 組織変更 外   皮   現存
     １０番１５号 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110308-05769 医療法人桜昌会　服部〒546-0043 06-6719-2879医療法人桜昌会　理事服部　昌幸 昭64. 1. 1眼   診療所
     眼科医院 大阪市東住吉区駒川一丁目１０番常　勤:    1長　服部　昌幸 組織変更 現存
     ２１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110408-05777 大塚クリニック 〒546-0031 06-6628-5172大塚　陽三 大塚　陽三 平元. 3. 1内   循   放  診療所
     大阪市東住吉区田辺一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １３号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 110508-05785 医療法人仁真会　白鷺〒546-0002 06-6714-1661医療法人　仁真会　理山川　健次郎 平元. 4. 1内   ひ   リハ診療所
     診療所 大阪市東住吉区杭全七丁目１０番常　勤:    1事長　山川　智之 新規 眼   現存
     １９号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110608-05801 医療法人　和泉医院 〒546-0031 06-6622-7585医療法人和泉医院　理和泉　孝 昭34. 7. 1ひ   皮   診療所
     大阪市東住吉区田辺四丁目５番１常　勤:    2事長　和泉　孝 組織変更 現存
     ０号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110708-05843 医療法人　葛本医院 〒546-0044 06-6719-0929医療法人葛本医院　理 本　佳正 昭61. 8. 1内   神内 小  診療所
     大阪市東住吉区北田辺四丁目１１常　勤:    1事長　 本　佳正 継承 リハ 現存
     番２１号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110808-05850 医療法人　呉家整形外〒546-0043 06-6703-5909医療法人呉家整形外科呉家　守二 昭63. 5. 1外   整外 リハ診療所
     科 大阪市東住吉区駒川二丁目２番１常　勤:    1　理事長　呉家　守二 組織変更 現存
     ６号パークサイド駒川１０４ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110908-05868 医療法人　島田内科 〒546-0023 06-6692-3093医療法人島田内科　理島田　瑞夫 昭43.11. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区矢田四丁目１０番常　勤:    2事長　島田　瑞夫 新規 現存
     １７号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111008-05876 医療法人　和田医院 〒546-0035 06-6699-2814医療法人和田医院　理和田　昌教 昭53.10. 1内   呼   アレ診療所
     大阪市東住吉区山坂五丁目２番８常　勤:    3事長　和田　昌教 移転 消   小   現存
     号 (医       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111108-05892 医療法人徳仁会　広瀬〒546-0021 06-6703-2558医療法人徳仁会　理事 瀬　誠弥 昭45. 1. 1内   胃   診療所
     内科胃腸科 大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目常　勤:    1長　 瀬　誠弥 新規 現存
     １１番２２号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111208-05926 医療法人千寿会　ヒグ〒546-0012 06-6702-1205医療法人千寿会ヒグチ樋口　徹 昭59. 1. 1ひ   外   皮  診療所
     チ外科 大阪市東住吉区中野一丁目５番６常　勤:    1外科　理事長　樋口　 組織変更 内   整外 放  現存
     号 (医       1)徹 平28. 7. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111308-05991 医療法人　大屋耳鼻咽〒546-0011 06-6702-8659医療法人大屋耳鼻咽喉大屋　清二 平 2. 1. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市東住吉区針中野三丁目１２常　勤:    1科　理事長　大屋　清 組織変更 現存
     番１９号 (医       1)二 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 111408-06023 医療法人　武知小児科〒546-0014 06-6691-9471医療法人武知小児科内武知　哲久 平 2. 1. 1小   内   循  診療所
     内科 大阪市東住吉区鷹合二丁目１７番常　勤:    1科　理事長　武知　哲 組織変更 現存
     ４号 (医       1)久 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111508-06064 たなか医院 〒546-0002 06-6713-8577田中　典子 田中　典子 平 2. 6. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区杭全一丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ２号シャンブル杭全１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111608-06106 医療法人　森沢クリニ〒546-0013 06-6704-5001医療法人　森沢クリニ森澤　康二 平 3. 1. 1整外 内   外  診療所
     ック 大阪市東住吉区湯里一丁目１４番常　勤:    1ック　理事長　森澤　 組織変更 麻   リハ 現存
     １３号 (医       1)康二 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111708-06114 医療法人西村会　西村〒546-0035 06-6621-2363医療法人西村会　理事 川　佳織 平 3. 5. 1内   外   皮  診療所
     診療所 大阪市東住吉区山坂二丁目４番４常　勤:    2長　西村　道彦 組織変更 ひ   消   循  現存
     号 (医       2) 平30. 5. 1放   呼   脳外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111808-06171 医療法人敬生会　フジ〒546-0013 06-6704-5561医療法人敬生会　理事藤本　雅彦 平 4. 1. 1眼   診療所
     モト眼科 大阪市東住吉区湯里一丁目３番２常　勤:    2長　藤本　雅彦 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111908-06189 友愛医院 〒546-0041 06-6713-8758尹　重悦 尹　重悦 平 4. 1. 1内   呼   消  診療所
     大阪市東住吉区桑津三丁目２８番常　勤:    1 新規 循   小   リハ現存
     ９号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112008-06205 川喜多クリニック 〒546-0044 06-6714-1800川喜多　順二 川喜多　順二 平 4. 5. 1内   ひ   診療所
     大阪市東住吉区北田辺四丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     番６号田辺ビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112108-06213 医療法人　金子外科 〒546-0032 06-6607-5225医療法人金子外科　理金子　雅宏 平 4. 7. 1一般    診療所
     大阪市東住吉区東田辺二丁目２７常　勤:    1事長　金子　雅宏 組織変更 外   内   胃  現存
     番８号 (医       1) 平28. 7. 1整外 皮   こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112208-06247 藤井クリニック 〒546-0011 06-6706-0172藤井　芳郎 藤井　芳郎 平 5. 1. 1内   外   形外診療所
     大阪市東住吉区針中野三丁目９番常　勤:    2 新規 皮   現存
     ２４号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112308-06254 医療法人　天野整形外〒546-0043 06-6692-5437医療法人天野整形外科天野　大 平 5. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     科 大阪市東住吉区駒川四丁目１番５常　勤:    2　理事長　天野　敬一 組織変更 外   皮   ひ  現存
     号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112408-06262 医療法人　田島医院 〒546-0042 06-6719-5502医療法人田島医院　理田島　幸兒 平 5. 1. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区西今川一丁目６番常　勤:    1事長　田島　幸兒 組織変更 現存
     １６号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112508-06346 医療法人　森医院 〒546-0042 06-6702-7034医療法人森医院　理事森　能史 平 5. 7. 1内   小   胃  診療所
     大阪市東住吉区西今川三丁目７番常　勤:    1長　森　能史 組織変更 消   循   現存
     １１号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112608-06379 神経科・河﨑会クリニ〒546-0035 06-6629-1769医療法人河﨑会　理事河﨑　美紀 平 5.10. 1精   神   診療所
     ック 大阪市東住吉区山坂１－２０－１常　勤:    1長　河崎　建人 新規 現存
     ０サンプラザ山坂１Ｆ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112708-06403 医療法人　青洲会診療〒546-0002 06-6713-9592医療法人青洲会　理事孫　德弘 平 5. 9. 1一般        19診療所
     (08-66403 ) 所 大阪市東住吉区杭全一丁目４番２常　勤:    4長　孫　徳弘 移転 整外 外   胃  現存
     ０号 (医       2) 平29. 9. 1内   形外 皮  
     (歯       2) 放   リハ リウ
     非常勤:    5 麻   歯外 小歯
     (医       1)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112808-06510 山下医院 〒546-0042 06-6713-3524塚尾　典明 塚尾　典明 平 6.10.14内   小   皮  診療所
     大阪市東住吉区西今川一丁目２４常　勤:    1 継承 放   リハ 現存
     番２６号 (医       1) 平24.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112908-06528 社会福祉法人ふれあい〒546-0023 06-6699-8787社会福祉法人ふれあい田中　康地 平 7. 6. 1内   皮   精  診療所
     共生会　花嵐診療所 大阪市東住吉区矢田六丁目８番７常　勤:    3共生会　理事長　戸田 新規 現存
     号社会福祉法人ふれあい共生会特(医       3)　寛 平28. 6. 1
     別養護老人ホーム花嵐内 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113008-06627 渡辺医院 〒546-0002 06-6702-5258渡辺　直 渡辺　直 平 7.11.17内   胃   消  診療所
     大阪市東住吉区杭全八丁目２番２常　勤:    1 継承 外   皮   こう現存
     ８号 (医       1) 平28.11.17リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113108-06635 医療法人　ウマノ整形〒546-0023 06-6698-8411医療法人ウマノ整形外馬野　隆信 平 8. 1. 1整外 外   麻  診療所
     外科クリニック 大阪市東住吉区矢田二丁目１７番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 リウ リハ 内  現存
     ３号オーシャン長居公園１階 (医       1)　馬野　隆信 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113208-06643 医療法人愛恵会　大沢〒546-0042 06-6703-7732医療法人愛恵会　大沢大澤　昭朗 平 8. 1. 1内   胃   リハ診療所
     クリニック 大阪市東住吉区西今川三丁目１５常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番１０号クレールシモノ１階 (医       1)大澤　昭朗 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113308-06684 医療法人　慶元クリニ〒546-0035 06-6608-8200医療法人　慶元クリニ慶元　光男 平 8. 7. 1外   内   胃  診療所
     ック 大阪市東住吉区山坂五丁目１６番常　勤:    1ック　理事長　慶元　 組織変更 こう 整外 リハ現存
     ２５号パールタウン鶴ケ丘１階 (医       1)光男 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113408-06734 くれない診療所 〒546-0003 06-6769-1156社会福祉法人　めぐむ儀間　義威 平 8.12. 1内   診療所
     大阪市東住吉区今川七丁目９番７常　勤:    2福祉会　理事長　岡田 新規 現存
     号特別養護老人ホームくれない内(医       2)　正之 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113508-06742 医療法人　田中クリニ〒546-0042 06-6705-5556医療法人　田中クリニ田中　利茂 平 9. 1. 1内   整外 外  診療所
     ック 大阪市東住吉区西今川三丁目１２常　勤:    1ック　理事長　田中　 組織変更 リハ 呼   こう現存
     番２６号イルマーレ１階 (医       1)利茂 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113608-06759 医療法人善医会　玉田〒546-0013 06-6702-7887医療法人善医会　玉田岡本　晃一 平 9. 1. 1整外 内   皮  診療所
     整形外科 大阪市東住吉区湯里六丁目１４番常　勤:    1整形外科　理事長　岡 組織変更 リウ アレ リハ現存
     １４号 (医       1)本　晃一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113708-06783 杉浦眼科 〒546-0043 06-6628-2881杉浦　寅男 杉浦　寅男 平 9. 5. 1眼   診療所
     大阪市東住吉区駒川三丁目１番７常　勤:    1 新規 現存
     号梅川ビル１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113808-06809 医療法人　佐藤眼科医〒546-0031 06-6622-1807医療法人佐藤眼科医院佐藤　孝夫 平 9. 7. 1眼   診療所
     院 大阪市東住吉区田辺三丁目２３番常　勤:    1　理事長　佐藤　孝夫 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113908-06817 医療法人　吉田医院 〒546-0043 06-6692-3002医療法人　 田医院　 田　博安 平 9. 7. 1内   循   耳い診療所
     大阪市東住吉区駒川四丁目１２番常　勤:    1理事長　 田　博安 組織変更 現存
     ５号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114008-06841 医療法人　浅井皮膚科〒546-0043 06-6628-2601医療法人浅井皮膚科　浅井　芳江 平 9.12. 1皮   診療所
     大阪市東住吉区駒川三丁目２７番常　勤:    3理事長　浅井　愛 移転 現存
     ２８号 (医       3) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114108-06866 医療法人枡谷会　枡谷〒546-0013 06-6706-3122医療法人枡谷会　理事枡谷　治彦 平10. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     耳鼻咽喉科クリニック大阪市東住吉区湯里四丁目７番３常　勤:    1長　枡谷　治彦 組織変更 現存
     ０号カーサ・ファミーユ２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114208-06874 医療法人嘉誠会　山本〒546-0013 06-6704-2982医療法人嘉誠会　理事山本　嘉治 平10. 1. 1外   胃   こう診療所
     医院 大阪市東住吉区湯里二丁目５番１常　勤:    2長　山本　嘉治 組織変更 リハ 整外 放  現存
     １号パステル針中野１階 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114308-06924 医療法人西中医学会　〒546-0013 06-6700-5200医療法人西中医学会　細田　信道 平10. 2. 1療養        68病院
     西中病院 大阪市東住吉区湯里五丁目９番６常　勤:    1西中病院　理事長　西 組織変更 内   消   循  現存
     号 (医       1)中　俊弘 平28. 2. 1皮   整外 放  
     非常勤:   12 リハ 
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114408-06940 ともだクリニック 〒546-0021 06-6700-2292友田　文人 友田　文人 平10. 5. 1内   外   整外診療所
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田二丁目常　勤:    1 移転 リハ 現存
     ３番２０号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114508-06965 医療法人　井上クリニ〒546-0002 06-6713-5703医療法人　井上クリニ井上　芳則 平10. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 大阪市東住吉区杭全五丁目８番１常　勤:    2ック　理事長　井上　 組織変更 耳い アレ 現存
     ５号 (医       2)芳則 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114608-07013 医療法人　中村医院本〒546-0013 06-6702-3358医療法人中村医院　理浦　公美 平11. 4. 1眼   精   心内診療所
     院 大阪市東住吉区湯里六丁目１３番常　勤:    2事長　中村　紀孔 移転 現存
     ２３号 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114708-07021 ササモト眼科 〒546-0035 06-6692-6656佐々本　ひとみ 佐々本　ひとみ 平11. 3.24眼   診療所
     大阪市東住吉区山坂四丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ７号 (医       1) 平29. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114808-07039 藤崎クリニック 〒546-0021 06-6703-5607藤崎　秀孝 藤崎　秀孝 平11. 9. 1内   循   診療所
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０番１２号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   127 頁

 114908-07047 榊クリニック 〒546-0014 06-6690-1333榊　成彦 榊　成彦 平11. 9. 1外   循   心外診療所
     大阪市東住吉区鷹合二丁目１６番常　勤:    1 新規 内   現存
     ２９号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115008-07054 坂田医院 〒546-0014 06-6692-3669坂田　和房 坂田　和房 平11. 9.27麻   内   整外診療所
     大阪市東住吉区鷹合二丁目３番２常　勤:    1 継承 リハ アレ 外  現存
     ７号 (医       1) 平29. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115108-07062 医療法人　裕雅会　有〒546-0002 06-6719-0012医療法人　裕雅会　理寺川　文彦 平12. 1. 1整外 外   内  診療所
     馬外科整形外科 大阪市東住吉区杭全三丁目１番１常　勤:    2事長　寺川　文彦 組織変更 ひ   リウ 皮  現存
     号 (医       2) 平30. 1. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115208-07153 医療法人　永宏会　堀〒546-0044 06-6719-1229医療法人　永宏会　理永江　康信 平12. 6. 1眼   診療所
     田眼科 大阪市東住吉区北田辺四丁目１３常　勤:    2事長　永江　康信 移転 現存
     番３号 (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115308-07179 医療法人　はまだ医院〒546-0014 06-6692-0867医療法人　はまだ医院濵田　顕 平13. 1. 1内   小   リハ診療所
     大阪市東住吉区鷹合一丁目１４番常　勤:    2　理事長　濵田　顕 移転 現存
     ７号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115408-07187 落合クリニック 〒546-0013 06-6760-5711落合　妙子 落合　妙子 平13. 4. 1内   消   リハ診療所
     大阪市東住吉区湯里四丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115508-07195 宮﨑医院 〒546-0011 06-4302-3588宮﨑　晶夫 宮﨑　晶夫 平13. 5. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区針中野三丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２０号ジェネスコート１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115608-07203 医療法人　中浜医院 〒546-0041 06-6713-0821医療法人中浜医院　理中濵　晃 平13. 4. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区桑津三丁目１２番常　勤:    1事長　中濵　晃 移転 現存
     １８号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115708-07211 中尾クリニック 〒546-0033 06-6625-7787中尾　浩久 中尾　浩久 平13. 6. 1内   消   呼  診療所
     大阪市東住吉区南田辺一丁目７番常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     ２号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115808-07245 医療法人太子会　おお〒546-0014 06-6608-0046医療法人太子会　理事大城　孟 平13. 7. 1内   外   リハ診療所
     しろクリニック 大阪市東住吉区鷹合一丁目１７番常　勤:    1長　大城　孟 組織変更 外科、乳腺外科現存
     ３０号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115908-07294 医療法人　若葉会　上〒546-0014 06-6692-3773医療法人　若葉会　理高田　憲一 平14. 1. 1内   小   診療所
     田医院 大阪市東住吉区鷹合三丁目１６番常　勤:    2事長　高田　憲一 組織変更 現存
     １８号 (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116008-07302 医療法人　加野医院 〒546-0043 06-4399-3800医療法人　加野医院　加野　裕章 平14. 1. 1内   循   呼  診療所
     大阪市東住吉区駒川三丁目３０番常　勤:    1理事長　加野　裕章 組織変更 小   現存
     ３号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116108-07328 医療法人仁真会　白鷺〒546-0003 06-6714-1661医療法人仁真会　理事加藤　禎一 平14. 4. 1内   診療所
     南クリニック 大阪市東住吉区今川一丁目６番２常　勤:    1長　山川　智之 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116208-07419 村田外科・整形外科ク〒546-0031 06-4399-9220村田　茂 村田　茂 平14. 9. 1外   整外 リハ診療所
     リニック 大阪市東住吉区田辺二丁目１１番常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ３３号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116308-07427 大西医院 〒546-0002 06-6713-2008大西　淳 大西　淳 平14. 9. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区杭全八丁目１１番常　勤:    1 移転 休止
     １７号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116408-07435 医療法人弘生会　大塚〒546-0041 06-6719-3874医療法人弘生会　理事秋岡　真砂子 平14.10. 1眼   診療所
     眼科 大阪市東住吉区桑津五丁目４番２常　勤:    2長　大塚　弘子 移転 現存
     ３号 (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116508-07443 浜口医院 〒546-0013 06-6799-5593濵口　保司 濵口　保司 平14.12. 1内   小   消  診療所
     大阪市東住吉区湯里五丁目１４番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２１号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116608-07500 医療法人　浅川クリニ〒546-0013 06-6705-8168医療法人浅川クリニッ浅川　正純 平14.12. 9ひ   内   診療所
     ック 大阪市東住吉区湯里一丁目１番１常　勤:    1ク　理事長　淺川　正 移転 現存
     １号 (医       1)純 平26.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116708-07526 樋口皮フ科 〒546-0035 06-4700-1241 口　昌則 口　昌則 平15. 2. 1皮   診療所
     大阪市東住吉区山坂五丁目１番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116808-07534 阿部耳鼻咽喉科 〒546-0014 06-6692-1669榊　德子 榊　德子 平15. 1. 1耳い 診療所
     大阪市東住吉区鷹合三丁目１７番常　勤:    2 継承 現存
     ３１号 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116908-07583 藤村外科医院 〒546-0014 06-6691-5167藤村　浩人 藤村　浩人 平15. 2.14外   内   皮  診療所
     大阪市東住吉区鷹合三丁目１４番常　勤:    2 継承 放   現存
     １７号 (医       1) 平27. 2.14
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117008-07591 社会福祉法人隆生福祉〒546-0023 072-338-7234社会福祉法人隆生福祉濱崎　健司 平15. 4. 1内   外   精  診療所
     会　あまみクリニック大阪市東住吉区矢田七丁目６番１常　勤:    2会　理事長　藤本　加 新規 現存
     ０号 (医       2)代子 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117108-07609 医療法人橘会　東住吉〒546-0022 06-6701-2121医療法人橘会　理事長服部　玲治 平15. 4. 1療養        52病院
     森本リハビリテーショ大阪市東住吉区住道矢田四丁目２常　勤:    5　森本　義彦 移転 リハ 療養病床
     ン病院 １番１０号 (医       5) 平27. 4. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117208-07658 奥田医院 〒546-0023 06-6692-3790奥田　信二 奥田　信二 平15.12. 1内   循   呼  診療所
     大阪市東住吉区矢田四丁目１９番常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117308-07666 医療法人むつみ　渡辺〒546-0044 06-6710-0100医療法人むつみ　理事渡邊　昭彦 平16. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科医院 大阪市東住吉区北田辺二丁目５番常　勤:    1長　渡邊　昭彦 組織変更 現存
     ７号アモーレ美章園１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117408-07682 浅井内科医院 〒546-0043 06-6697-7880浅井　博英 浅井　博英 平16. 5. 1内   消   診療所
     大阪市東住吉区駒川五丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117508-07690 上山クリニック 〒546-0023 06-6698-1302上山　直人 上山　直人 平16. 9. 1内   循   消  診療所
     大阪市東住吉区矢田二丁目５番６常　勤:    1 新規 心内 アレ 外  現存
     号グランドフォーム細田１階 (医       1) 平28. 9. 1こう 皮   整外
     非常勤:    7 リハ 
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117608-07708 医療法人橘会　東住吉〒546-0014 06-6606-0010医療法人橘会　理事長寺柿　政和 平16.10. 1一般       329地域支援
     森本病院 大阪市東住吉区鷹合三丁目２番６常　勤:   66　森本　義彦 移転 内   呼内 循  病院
     ６号 (医      66) 平28.10. 1消   神内 外  現存
     非常勤:   11 呼外 心外 整外
     (医      11) 脳外 形外 リウ
     リハ 放   病理
     臨床 救命 麻  
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、糖尿病内科、
     外科、
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 117708-07724 こうクリニック 〒546-0033 06-6692-2698康　謙三 康　謙三 平17. 5. 1内   消   こう診療所
     大阪市東住吉区南田辺五丁目３０常　勤:    1 移転 外   小   現存
     番７号コスミックライフ長居１階(医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117808-07732 矢野内科 〒546-0014 06-7890-9070矢野　博之 矢野　博之 平17. 7. 1内   消   診療所
     大阪市東住吉区鷹合二丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117908-07740 長﨑甲状腺クリニック〒546-0014 06-6607-7619長﨑　俊樹 長﨑　俊樹 平17. 6. 1内   診療所
     大阪市東住吉区鷹合二丁目１番１常　勤:    1 継承 内分泌内科、内現存
     ６号 (医       1) 平29. 6. 1科、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118008-07757 医療法人　後藤診療所〒546-0023 06-6691-8157医療法人　後藤診療所後藤　正彰 平17. 7. 1内   ひ   婦  診療所
     大阪市東住吉区矢田二丁目１０番常　勤:    1　理事長　後藤　正彰 組織変更 休止
     １６号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118108-07773 ふじもと整形外科 〒546-0035 06-6627-1015藤本　勝久 藤本　勝久 平17. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪市東住吉区山坂三丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118208-07781 医療法人社団創生会　〒546-0003 06-6701-7067医療法人社団創生会　蘆原　紀昭 平17. 9. 1内   診療所
     クリニックそうせい 大阪市東住吉区今川四丁目５番９常　勤:    1理事長　蘆原　紀昭 新規 現存
     号　今川マンション１階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118308-07799 淀井病院 〒546-0041 06-6719-0771医療法人　淀井病院　淀井　省三 平17. 8. 1一般        47病院
     大阪市東住吉区桑津二丁目８番８常　勤:    6理事長　淀井　省三 移転 療養        49現存
     号 (医       6) 平29. 8. 1内   外   整外
     非常勤:   40 神内 心内 リハ
     (医      40) ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118408-07815 医療法人なると会　直〒546-0003 06-4302-3965医療法人なると会　理直島　護 平17.11. 1内   神内 麻  診療所
     島クリニック 大阪市東住吉区今川八丁目５番３常　勤:    1事長　直島　護 組織変更 リハ 現存
     ４号　常磐ビル１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118508-07831 医療法人敬愛会　木戸〒546-0032 06-6626-5750医療法人敬愛会　理事木戸　洋文 平18. 1. 1内   呼   循  診療所
     内科 大阪市東住吉区東田辺一丁目１７常　勤:    1長　木戸　洋文 組織変更 アレ 現存
     番１２号トキワビル１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118608-07849 佐々木クリニック 〒546-0043 06-6692-3165佐々木　伸一 佐々木　伸一 平18. 2. 1内   胃   小  診療所
     大阪市東住吉区駒川五丁目９番１常　勤:    1 継承 こう 現存
     ２号 (医       1) 平30. 2. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   131 頁

 118708-07856 田中医院 〒546-0043 06-6692-2980田中　眞理子 田中　眞理子 平18. 4. 1内   循   診療所
     大阪市東住吉区駒川五丁目２２番常　勤:    1 継承 現存
     ２２号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118808-07864 医療法人翠翔会　みど〒546-0023 06-6607-3234医療法人翠翔会　理事丸一　みどり 平18. 6. 1眼   診療所
     り眼科クリニック 大阪市東住吉区矢田二丁目９番１常　勤:    1長　丸一　みどり 新規 現存
     ４号２０１号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118908-07872 西村医院 〒546-0032 06-6699-1230西村　淳幸 西村　淳幸 平18. 5. 1外   胃   整外診療所
     大阪市東住吉区東田辺三丁目２３常　勤:    1 移転 リハ 現存
     番４号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119008-07880 公益財団法人大阪市救〒546-0012 06-6705-1612公益財団法人大阪市救田島　幸兒 平18. 5.28内   小   診療所
     急医療事業団　中野休大阪市東住吉区中野二丁目１番２常　勤:    1急医療事業団　理事長 移転 現存
     日急病診療所 ０号 (医       1)　甲田　伸一 平30. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119108-07898 クロダ耳鼻咽喉科 〒546-0023 06-6607-3223黒田　卓志 黒田　卓志 平18. 6. 1耳い 診療所
     大阪市東住吉区矢田二丁目９番１常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119208-07906 矢田生活協同組合医療〒546-0023 06-6696-1751矢田生活協同組合　理木場　崇之 平18. 8. 1内   小   整外診療所
     (08-67906 ) センター 大阪市東住吉区矢田五丁目７番３常　勤:    5事長　小野　栄一 移転 外   放   歯  現存
     ４号 (医       3) 平24. 8. 1歯外 
     (歯       2)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119308-07914 医療法人　博香会　整〒546-0013 06-6701-8489医療法人　博香会　理矢野　博志 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科やのクリニック大阪市東住吉区湯里一丁目１番８常　勤:    1事長　矢野　博志 組織変更 外   皮   現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119408-07922 石橋眼科 〒546-0021 06-6702-6708石橋　秀俊 石橋　秀俊 平19. 3. 1眼   診療所
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４番８号 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119508-07930 山田医院 〒546-0035 06-6621-8604山田　和彦 山田　和彦 平19. 3.22内   小   消  診療所
     大阪市東住吉区山坂三丁目８番２常　勤:    2 継承 放   現存
     ５号 (医       2) 平25. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119608-07955 望月医院 〒546-0032 06-6690-3230望月　喜久子 望月　喜久子 平19. 5. 1内   小   放  診療所
     大阪市東住吉区東田辺三丁目２４常　勤:    1 継承 休止
     番２号 (医       1) 平25. 5. 1
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 119708-07963 医療法人　山口クリニ〒546-0033 06-6608-8822医療法人山口クリニッ山口　時雄 平19. 7. 1内   外   診療所
     ック 大阪市東住吉区南田辺三丁目２１常　勤:    1ク　理事長　山口　時 組織変更 現存
     －１７ (医       1)雄 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119808-07989 医療法人　たけだクリ〒546-0044 06-6719-7011医療法人たけだクリニ竹田　彩子 平19. 7. 1内   消   小  診療所
     ニック 大阪市東住吉区北田辺四丁目８番常　勤:    2ック　理事長　竹田　 組織変更 ひ   現存
     ７号 (医       2)彩子 平25. 7. 1内科、消化器内
     科、腎臓泌尿器
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119908-07997 加藤耳鼻咽喉科 〒546-0044 06-6719-8733加藤　元章 加藤　元章 平19.11. 1耳い 診療所
     大阪市東住吉区北田辺四丁目２４常　勤:    2 移転 現存
     番５号 (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120008-08003 原田皮フ科クリニック〒546-0023 06-6955-8321原田　正 原田　正 平20.10. 1皮   診療所
     大阪市東住吉区矢田二丁目９番１常　勤:    1 移転 現存
     ４号アセンドプラザビル３階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120108-08011 医療法人思温会　思温〒546-0042 06-6705-2810医療法人思温会　理事名畑　孝 平20.12. 1内   診療所
     クリニック 大阪市東住吉区西今川四丁目１７常　勤:    4長　名畑　孝 新規 現存
     番１３号スーパーコート東住吉２(医       4) 平26.12. 1
     号館 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120208-08029 たけむらクリニック 〒546-0011 06-6703-1246竹村　和宏 竹村　和宏 平21. 4. 1心内 精   内  診療所
     大阪市東住吉区針中野三丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ３０号アクティオーレ針中野１階(医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120308-08037 もりやまクリニック 〒546-0012 06-6701-6188森山　佳典 森山　佳典 平21. 4. 1内   診療所
     大阪市東住吉区中野四丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     １６号アマナ１階店舗東側 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120408-08060 川合内科・小児科 〒546-0012 06-6797-8512医療法人川合内科医院川合　馗英 平22. 4. 1内   小   呼  診療所
     大阪市東住吉区中野四丁目５番１常　勤:    3　理事長　川合　馗英 移転 アレ 現存
     ８号 (医       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120508-08078 森本内科クリニック 〒546-0023 06-6698-4184森本　英樹 森本　英樹 平22. 5. 1内   診療所
     大阪市東住吉区矢田一丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120608-08086 医療法人　岡部内科 〒546-0032 06-6691-6592医療法人岡部内科　理岡部　眞 平22.10. 1内   循   小  診療所
     大阪市東住吉区東田辺二丁目１１常　勤:    2事長　岡部　眞 移転 現存
     番３０号 (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120708-08094 医療法人　昌景会　西〒546-0032 06-6694-2211医療法人　昌景会　理西谷　昌也 平23. 1. 1外   小外 脳外診療所
     谷医院 大阪市東住吉区東田辺三丁目６番常　勤:    1事長　西谷　昌也 組織変更 リハ 現存
     １６号フローラ永互１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120808-08102 医療法人　なごみ会　〒546-0031 06-4399-3250医療法人　なごみ会　西山　茂 平23. 7. 1内   診療所
     なごみ診療所 大阪市東住吉区田辺４丁目１２番常　勤:    2理事長　西山　茂 組織変更 現存
     １４号ラポタナベ１０２号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120908-08110 医療法人　秀香会　山〒546-0043 06-6698-1200医療法人　秀香会　理山本　秀尚 平23. 7. 1内   胃   外  診療所
     本クリニック 大阪市東住吉区駒川５丁目８番２常　勤:    1事長　山本　秀尚 移転 こう 皮   現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121008-08136 医療法人　真鈴会　か〒546-0042 06-6769-7811医療法人　真鈴会　理栗岡　敬二 平24. 1. 1内   透析 外  診療所
     いこうクリニック 大阪市東住吉区西今川３丁目１番常　勤:    2事長　栗岡　敬二 組織変更 現存
     ２１号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121108-08144 東住吉スズキクリニッ〒546-0003 06-6796-7878鈴木　貴弘 鈴木　貴弘 平24. 5. 1内   消   診療所
     ク 大阪市東住吉区今川３丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     １２ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121208-08151 整形外科　はぶクリニ〒546-0044 06-6777-9915鱧永　浩 鱧永　浩 平24. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 大阪市東住吉区北田辺４丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121308-08169 医療法人あじさい会　〒546-0035 06-6697-8858医療法人あじさい会　米川　治 平25. 1. 1内   循   小  診療所
     よねかわクリニック 大阪市東住吉区山坂五丁目１５番常　勤:    2理事長　米川　治 組織変更 現存
     ３７号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121408-08177 田辺駅前クリニック 〒546-0044 06-6622-0700医療法人　玄竜会　理南條　知己 平25. 8. 1内   消   診療所
     大阪市東住吉区北田辺６丁目１６常　勤:    1事長　南條　知己 新規 現存
     番３０号 (医       1) 平25. 8. 1
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 121508-08185 やまさきクリニック 〒546-0032 06-4703-5501山﨑　裕実子 山﨑　裕実子 平25.10. 1心内 精   診療所
     大阪市東住吉区東田辺２－４－１常　勤:    1 新規 現存
     ファーストハイツ駒川１０３ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121608-08201 井口医院 〒546-0044 06-6628-6131井口　正美 井口　正美 平25.12. 1内   婦   歯  診療所
     (08-68201 ) 大阪市東住吉区北田辺６丁目１３常　勤:    2 継承 現存
     番８号 (医       1) 平25.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121708-08219 ゆみね内科小児科 〒546-0013 06-6706-3330湯峯　克也 湯峯　克也 平26. 2. 1内   小   アレ診療所
     大阪市東住吉区湯里２丁目２０－常　勤:    1 移転 現存
     １２ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121808-08227 にしかわクリニック 〒546-0044 06-6625-7801西河　潤 西河　潤 平26. 3. 1内   小   診療所
     大阪市東住吉区北田辺６丁目６番常　勤:    1 継承 現存
     －３イトーピア北田辺１階１０３(医       1) 平26. 3. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121908-08243 和田耳鼻咽喉科医院 〒546-0043 06-6691-4075和田　佳郎 和田　佳郎 平26.10. 1耳い 診療所
     大阪市東住吉区駒川４－７－１５常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122008-08268 おうぎもと小児科 〒546-0003 06-6760-6220扇本　真治 扇本　真治 平27.10. 1小   診療所
     大阪市東住吉区今川３丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     １２号スズキビル３階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122108-08276 医療法人　マエダクリ〒546-0043 06-6713-2011医療法人マエダクリニ前田　孝雄 平27.11. 1内   循   皮  診療所
     ニック 大阪市東住吉区駒川１丁目６番１常　勤:    1ック　理事長　前田　 移転 内科、循環器内現存
     ８号 (医       1)孝雄 平27.11. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122208-08292 テルミエ診療所 〒546-0035 06-6605-1090社会福祉法人聖家族の石原　薫 平28. 5. 1精   小   内  診療所
     大阪市東住吉区山坂四丁目９番７常　勤:    1家　理事長　中田　浩 新規 現存
     号テルミエハウス１階及び３階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122308-08300 中井眼科 〒546-0043 06-6627-8989中井　いづみ 中井　いづみ 平28.10. 1眼   診療所
     大阪市東住吉区駒川３丁目２７番常　勤:    1 継承 現存
     ２５号エストゥディオ・アヴァン(医       1) 平28.10. 1
     サルビル２階 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   135 頁

 122408-08318 北島クリニック 〒546-0014 06-6691-6898北島　弘之 北島　弘之 平29. 1. 1内   アレ 診療所
     大阪市東住吉区鷹合４丁目１３－常　勤:    1 移転 現存
     １７ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122508-08326 東和病院 〒546-0031 06-6621-2211糸田川　隼也 糸田川　隼也 平29. 1. 1一般       155病院
     大阪市東住吉区田辺４－１３－１常　勤:    7 継承 内   外   リウ現存
     ５ (医       7) 平29. 1. 1皮   ひ   リハ
     非常勤:   21 放   整外 呼内
     (医      21) 消   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122608-08334 はちかわ耳鼻咽喉科 〒546-0032 06-6606-3317八川　公爾 八川　公爾 平29. 8. 1耳い 診療所
     大阪市東住吉区東田辺二丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     ２号フローラル東田辺１階 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122708-08342 医療法人康上会　おお〒546-0042 06-6704-1187医療法人康上会　理事大城　康司 平29. 9. 1耳い アレ 診療所
     しろ耳鼻咽喉科 大阪市東住吉区西今川二丁目１４常　勤:    1長　大城　康司 組織変更 現存
     番１２号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122808-08359 あさこ　まごころ皮膚〒546-0042 06-6719-5003青木　麻子 青木　麻子 平30. 1. 1皮   診療所
     科 大阪市東住吉区西今川一丁目４番常　勤:    1 継承 現存
     １１号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122908-08367 やすだ内科クリニック〒546-0035 06-6626-5678安田　順子 安田　順子 平30. 1. 1内   心内 精  診療所
     大阪市東住吉区山坂３－５－１５常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123008-08375 髙畑産婦人科 〒546-0043 06-6719-0185髙畑　豊子 髙畑　豊子 平30. 2.13一般         6診療所
     大阪市東住吉区駒川１丁目７番３常　勤:    2 移転 産婦 小   現存
     号 (医       2) 平30. 2.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123108-08383 三和クリニック 〒546-0021 06-6777-8802薮田　光紀 薮田　光紀 平30. 6. 1内   リハ 診療所
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目常　勤:    1 新規 現存
     １７番７号 (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123209-00438 高槻赤十字病院 〒569-1045 072-696-0571日本赤十字社　社長　古川　福実 昭32.10. 1一般       446地域支援
     高槻市阿武野一丁目１番１号 常　勤:   78近衞　忠煇 新規 内   呼   消  病院
     (医      78) 平29.10. 1循   小   外  現存
     非常勤:   46 整外 形外 眼  
     (医      46) 脳外 呼外 皮  
     ひ   産婦 放  
     耳い リハ 麻  
     神内 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123309-00503 大阪医科大学附属病院〒569-0801 0726-83-1221学校法人　大阪医科薬内山　和久 昭32.10. 1一般       822特定機能
     (09-60503 ) 高槻市大学町２番７号 常　勤:  565科大学　理事長　植木 新規 精神        60病院
     (医     549)　實 平24.10. 1内   精   神内現存
     (歯      16) 呼内 消   循  
     非常勤:  276 小   外   整外
     (医     246) 形外 脳外 呼外
     (歯      30) 心外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い 放   麻  
     リウ リハ 救命
     病理 歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123409-00891 天川岡本診療所 〒569-0025 0726-75-4452岡本　すゞ子 岡本　すゞ子 昭38. 9. 1内   小   診療所
     高槻市藤の里町１５番２７号 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123509-00958 医療法人光愛会　光愛〒569-1041 072-696-2881医療法人光愛会　理事藤川　昌典 昭39. 3. 1精神       204病院
     病院 高槻市奈佐原４－３－１ 常　勤:    7長　有本　進 新規 精   内   皮  現存
     (医       7) 平30. 3. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123609-02004 医療法人大阪精神医学〒569-1041 0726-93-1881医療法人大阪精神医学岡村　武彦 昭47. 1. 1精神       273病院
     研究所　新阿武山病院高槻市奈佐原四丁目１０番１号 常　勤:    8研究所　理事長　米田 組織変更 精   神   内  現存
     (医       8)　博 平29. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123709-02137 花田内科 〒569-0088 072-672-7211 田　尚友 田　尚友 昭48. 1. 1内   循   診療所
     高槻市天王町２９番１号 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123809-02186 川口医院 〒569-0822 0726(72)8686川口　清敏 川口　清敏 昭48. 8. 1内   小   放  診療所
     高槻市津之江町１－５０－１ 常　勤:    1 呼内 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
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 123909-02210 山崎医院 〒569-1031 0726(87)7200山崎　巖 山崎　巖 昭48. 9. 1内   小   診療所
     高槻市松が丘１－３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124009-02277 喜田医院 〒569-0846 0726-78-0101喜田　衛 喜田　衛 昭49. 1. 1内   小   診療所
     高槻市柱本新町７番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124109-02319 宮本診療所 〒569-1022 0726(83)1374川端　智津子 川端　智津子 昭49. 4. 1内   小   診療所
     高槻市日吉台２－７－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124209-02582 社会医療法人　祐生会〒569-1121 072-681-5717社会医療法人祐生会　新井　基弘 昭51. 2. 1一般       329病院
     (09-62582 ) 　みどりヶ丘病院 高槻市真上町３丁目１３番１号 常　勤:   37理事長　甲斐　史敏 組織変更 内   消   循  現存
     (医      36) 平30. 2. 1リウ 小   外  
     (歯       1) 整外 眼   脳外
     非常勤:   26 放   耳い リハ
     (医      26) 麻   歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124309-02707 市岡医院 〒569-1115 0726(82)0863市岡　五道 市岡　五道 昭52. 4. 1内   胃   循  診療所
     高槻市古曽部町２－２４－２８ 常　勤:    2 外   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124409-02814 高槻島本夜間休日応急〒569-1124 072-683-9999公益財団法人大阪府三西本　泰久 昭53. 4.27内   小   外  診療所
     (09-62814 ) 診療所 高槻市南芥川町１１番１号 常　勤:    1島救急医療センター　 歯   現存
     (医       1)理事長　濱田　剛史 平29. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124509-02913 門前医院 〒569-1114 0726(81)7360門前　秀 門前　秀 昭54. 5. 1内   小   診療所
     高槻市別所新町２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124609-02954 酉島診療所 〒569-1142 0726-95-0551株式会社酉島製作所　津久田　康成 昭34. 9. 1内   外   眼  診療所
     高槻市宮田町一丁目１番８号 常　勤:    1代表取締役社長　原田 現存
     (医       1)　耕太郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124709-03135 社会福祉法人聖ヨハネ〒569-1031 0726-88-5138社会福祉法人聖ヨハネ川口　英人 昭56.12. 1内   診療所
     学園特別養護老人ホー高槻市松が丘一丁目２１番９号 常　勤:    1学園　理事長　野知　 新規 現存
     ム　ミス・ブール記念 (医       1)卓司 平29.12. 1
     ホーム診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 124809-03218 社会医療法人愛仁会　〒569-1115 072-681-3801社会医療法人愛仁会　髙岡　秀幸 昭57. 4. 1一般       477地域支援
     高槻病院 高槻市古曽部町一丁目３番１３号常　勤:  183理事長　内藤　嘉之 移転 内   呼内 循  病院
     (医     183) 平30. 4. 1消   神内 外  現存
     呼外 心外 小外
     整外 脳外 形外
     精   小   皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     病理 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124909-03226 社会医療法人祐生会　〒569-1002 072-681-5717社会医療法人祐生会　堀　浩 昭57. 4. 1内   小   診療所
     樫田診療所 高槻市大字田能小字スハノ下１１常　勤:    2理事長　甲斐　史敏 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125009-03259 医療法人庸愛会　富田〒569-0814 0726-96-7754医療法人庸愛会　理事小西　弘泰 昭57. 7. 1一般        69病院
     町病院 高槻市富田町六丁目１０番１号 常　勤:    6長　小西　弘泰 移転 内   小   皮  現存
     (医       6) 平24. 7. 1消   呼内 放  
     非常勤:   35 リハ 精   神内
     (医      35) 循   
     内科、消化器内
     科、循環器内科
     、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125109-03275 門田内科クリニック 〒569-1145 0726-93-1247門田　俊一 門田　俊一 昭57.11. 1内   心内 診療所
     高槻市富田丘町３番１２号佐竹ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125209-03283 津久田医院 〒569-0825 0726(92)2266津久田　康成 津久田　康成 昭57.12. 1内   小   診療所
     高槻市栄町三丁目７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125309-03325 長谷川産婦人科 〒569-0013 0726(71)8851長谷川　博之 長谷川　博之 昭58. 3. 1一般    診療所
     高槻市野田一丁目２４番１号 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125409-03432 吉田医院 〒569-1121 0726-87-6380吉田　亮三 吉田　亮三 昭60. 1. 1内   小   診療所
     高槻市真上町六丁目１６番２２号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125509-03465 大阪府三島救命救急セ〒569-1124 0726-83-9999公益財団法人大阪府三小畑　仁司 昭60.11. 1一般        41病院
     ンター 高槻市南芥川町１１番１号 常　勤:   15島救急医療センター　 新規 他   内   循  現存
     (医      15)理事長　濱田　剛史 平24.11. 1外   整外 脳外
     非常勤:   11 心外 放   麻  
     (医      11) 小   形外 
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 125609-03473 藤村医院 〒569-0053 0726(74)2518藤村　圭祐 藤村　圭祐 昭60.10. 4リウ 整外 内  診療所
     高槻市春日町５番１０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125709-03655 村上医院 〒569-0077 0726-75-1901村上　詩郎 村上　詩郎 昭62. 9.16内   外   整外診療所
     高槻市野見町二丁目２番５６号 常　勤:    2 移転 皮   現存
     (医       2) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125809-03671 横山医院 〒569-0071 072-675-0009横山　永 横山　永 昭63. 1. 1内   循   小  診療所
     高槻市城北町一丁目４番３３号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125909-03721 医療法人　大桑皮膚科〒569-0802 0726-82-1154医療法人大桑皮膚科　大桑　隆 昭64. 1. 1皮   診療所
     高槻市北園町１４番２０号 常　勤:    1理事長　大桑　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126009-03762 久保田眼科 〒569-0804 0726-82-3026久保田　文子 久保田　文子 平元. 2. 1眼   診療所
     高槻市紺屋町６番地片岡ビル２階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126109-03788 医療法人祥佑会　藤田〒569-0086 072-671-5916医療法人祥佑会　理事本郷　仁志 平元. 3. 1一般        33病院
     胃腸科病院 高槻市松原町１７番３６号 常　勤:    4長　本郷　仁志 組織変更 内   胃   消  現存
     (医       4) 平28. 3. 1
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126209-03796 医療法人　川村産婦人〒569-1031 0726-87-7557医療法人川村産婦人科川村　真 昭49. 3. 1一般         6診療所
     科医院 高槻市松が丘一丁目１番１号 常　勤:    2医院　理事長　川村　 産婦 小   現存
     (医       2)真 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126309-03804 医療法人　衣川医院 〒569-0036 0726-71-6812医療法人衣川医院　理衣川　弘昭 平元. 7. 1内   胃   循  診療所
     高槻市辻子三丁目１５番１９号 常　勤:    1事長　衣川　弘昭 組織変更 小   整外 皮  現存
     (医       1) 平28. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126409-03820 医療法人　小林診療所〒569-0815 0726-96-0307医療法人小林診療所　小林　春三 昭36. 7. 1内   小   皮  診療所
     高槻市昭和台町二丁目２８番１７常　勤:    1理事長　小林　春三 組織変更 放   現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126509-03846 医療法人　しみず内科〒569-0817 0726-95-3110医療法人しみず内科ク清水　義臣 昭59. 2. 1内   神内 診療所
     クリニック 高槻市桜ケ丘北町６番１６号 常　勤:    2リニック　理事長　清 組織変更 現存
     (医       2)水　義臣 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 126609-03895 医療法人　藤村診療所〒569-0053 0726-72-1331医療法人藤村診療所　藤村　紫 昭59. 9. 1内   皮   ひ  診療所
     高槻市春日町２番３７号 常　勤:    2理事長　藤村　紫 新規 リハ 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126709-03945 芥川診療所 〒569-1121 0726-85-0161芥川　知明 芥川　知明 平元.11. 1リハ 麻   整外診療所
     高槻市真上町一丁目３番２８号エ常　勤:    1 新規 現存
     クセルハイツ立川１階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126809-03978 医療法人視恩会　川添〒569-0824 0726-93-0193医療法人視恩会川添丸丸山　優子 平 2. 1. 1眼   診療所
     丸山眼科 高槻市川添二丁目９番１０号藤川常　勤:    2山眼科　理事長　丸山 現存
     ビル１階 (医       2)　優子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126909-03986 医療法人　木村診療所〒569-1124 0726-85-7788医療法人　木村診療所津本　学 平 2. 1. 1精   心内 診療所
     高槻市南芥川町８番３０号 常　勤:    1　理事長　津本　学 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127009-03994 医療法人　杉山皮膚科〒569-1029 0726-87-6006医療法人杉山皮膚科　杉山　光治 平 2. 1. 1皮   診療所
     高槻市安岡寺町二丁目１１番２号常　勤:    1理事長　杉山　光治 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127109-04000 医療法人　服部整形外〒569-1029 0726-87-2800医療法人服部整形外科服部　智 平 2. 1. 1整外 外   リハ診療所
     科 高槻市安岡寺町二丁目１３番５号常　勤:    1　理事長　服部　智 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127209-04026 髙橋医院 〒569-0025 0726-61-3831髙橋　徳 髙橋　徳 平 2. 2. 1内   外   脳外診療所
     高槻市藤の里町２４番２９号 常　勤:    1 移転 皮   放   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127309-04034 伊藤婦人科 〒569-0805 0726-85-1788伊藤　正尚 伊藤　正尚 平 2. 4. 1婦   診療所
     高槻市上田辺町２番１号森本グリ常　勤:    1 現存
     ーンビル２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127409-04059 高槻黄金の里特別養護〒569-1038 072-687-3681社会福祉法人松輪会　山本　哲也 平 2. 6. 1内   診療所
     老人ホーム内診療所 高槻市黄金の里一丁目１４番８号常　勤:    1理事長　松井　彬 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127509-04075 医療法人啓友会　なか〒569-1029 072-687-7561医療法人啓友会　理事中嶋　啓子 平 2. 7. 1内   小   診療所
     じま診療所 高槻市安岡寺町二丁目３番１号 常　勤:    2長　中嶋　啓子 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
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 127609-04083 医療法人　南茂医院 〒569-1146 072-693-1001医療法人南茂医院　理南茂　睦隆 平 2. 7. 1内   胃   外  診療所
     高槻市赤大路町２３番３０号 常　勤:    1事長　南茂　睦隆 組織変更 整外 皮   放  現存
     (医       1) 平29. 7. 1ひ   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127709-04091 医療法人　東原内科 〒569-0803 072-681-8580医療法人　東原内科　東原　康雄 平 2. 7. 1内   循   診療所
     高槻市高槻町４番３号サタリー第常　勤:    1理事長　東原　康雄 組織変更 現存
     １ビル３階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127809-04109 医療法人視生会　丸山〒569-0812 072-696-2149医療法人視生会丸山眼丸山　俊郎 平 2. 7. 1眼   形外 診療所
     眼科医院 高槻市登美の里町２番８号 常　勤:    1科医院　理事長　丸山 組織変更 現存
     (医       1)　俊郎 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127909-04117 医療法人　横井整形外〒569-0004 072-669-4913医療法人　横井整形外横井　英之 平 2. 7. 1整外 リハ 診療所
     科医院 高槻市上牧南駅前町５番８号 常　勤:    2科医院　理事長　横井 現存
     (医       2)　勅洋 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128009-04141 医療法人　天神山古賀〒569-1117 0726-81-2190医療法人天神山古賀眼古賀　旭 平 2.10. 1眼   診療所
     眼科 高槻市天神町一丁目８番１８号 常　勤:    3科　理事長　古賀　旭 移転 現存
     (医       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128109-04158 医療法人　平野眼科 〒569-0802 072-683-1103医療法人平野眼科　理平野　敏行 平 3. 1. 1眼   診療所
     高槻市北園町１８番１号コーケン常　勤:    1事長　平野　敏行 組織変更 現存
     ビル３階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128209-04166 宗光診療所 〒569-1024 072-687-6700宗光　博文 宗光　博文 平 3. 1. 1脳外 神内 診療所
     高槻市寺谷町３８番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128309-04174 医療法人東和会　第一〒569-0081 0726-71-1008医療法人　東和会　第飯田　稔 平 3. 1. 1一般       243病院
     東和会病院 高槻市宮野町２番１７号 常　勤:   49一東和会病院　理事長 組織変更 内   循   消  現存
     (医      49)　飯田　稔 平30. 1. 1小   外   整外
     非常勤:   63 形外 眼   脳外
     (医      63) ひ   婦   放  
     耳い リハ 麻  
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、血液内科、
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 128409-04182 医療法人健和会　うえ〒569-0046 072-673-7722医療法人　健和会　理徳本　光昭 平 3. 1. 1一般       116病院
     だ下田部病院 高槻市登町３３番１号 常　勤:   10事長　植田　和子 組織変更 内   小   外  現存
     (医      10) 平30. 1. 1整外 脳外 リハ
     非常勤:   46 リウ 麻   
     (医      46)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128509-04190 石河診療所 〒569-1044 0726(92)1005石河　清彦 石河　清彦 平 3. 5. 1呼   循   整外診療所
     高槻市上土室五丁目３４番１０号常　勤:    1 移転 リハ 麻   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128609-04265 永田医院 〒569-0097 0726-82-3040永田　明義 永田　明義 平 4. 1. 1内   小   診療所
     高槻市高垣町１８番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128709-04281 あまの小児科 〒569-1022 0726-89-5288天野　忠温 天野　忠温 平 4. 5. 1小   診療所
     高槻市日吉台五番町６番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128809-04299 医療法人社団緑水会　〒569-1013 0726-89-6311医療法人社団緑水会　佐古田　佳樹 平 4. 6. 1療養       200病院
     緑水会病院 高槻市成合南の町３番１号 常　勤:    2理事長　上嶋　清史 組織変更 内   リハ 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128909-04315 吉栖外科整形外科 〒569-0086 0726-71-1887吉栖　正人 吉栖　正人 平 4. 9. 1外   胃   内  診療所
     高槻市松原町１７番１８号 常　勤:    1 整外 リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129009-04349 西医院 〒569-0803 0726-85-0175西　律 西　律 平 5. 1. 1胃   外   こう診療所
     高槻市高槻町７番２２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129109-04356 おおくま医院 〒569-1117 0726-84-0363大隈　正純 大隈　正純 平 4.12.18内   消   小  診療所
     高槻市天神町二丁目６番２０号 常　勤:    1 外   リハ 現存
     (医       1) 平28.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129209-04364 耳鼻咽喉科うの医院 〒569-1044 0726-96-3310宇野　功 宇野　功 平 5. 5. 1耳い 診療所
     高槻市上土室五丁目２１番２号松常　勤:    1 新規 現存
     本ビル３階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 129309-04372 吉田耳鼻咽喉科医院 〒569-1117 0726-85-3387吉田　政雄 吉田　政雄 平 5. 6. 1耳い 診療所
     高槻市天神町一丁目９番２０号Ｊ常　勤:    1 現存
     Ｙビル２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129409-04380 医療法人　上島内科医〒569-1044 072-693-5335医療法人上島内科医院安東　里真 平 5. 7. 1内   診療所
     院 高槻市上土室五丁目２０番地の１常　勤:    2　理事長　上島　嘉美 組織変更 現存
     ０ (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129509-04398 医療法人順専会　白藤〒569-0825 072-692-6577医療法人順専会　理事白藤　達雄 平 5. 7. 1外   整外 内  診療所
     診療所 高槻市栄町一丁目１０番１２号 常　勤:    1長　白藤　達雄 組織変更 リウ 麻   リハ現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129609-04430 社会福祉法人　大阪府〒569-1041 072-696-3351社会福祉法人大阪府衛石神　亙 平 5.12. 1精   小   診療所
     衛生会附属診療所 高槻市奈佐原９５５番地 常　勤:    1生会　理事長　西村　 現存
     (医       1)英一郎 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129709-04448 佐竹整形外科 〒569-1141 0726-94-4565佐竹　兼爾 佐竹　兼爾 平 5.12. 1整外 リハ 診療所
     高槻市氷室町二丁目９番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129809-04497 伊藤診療所 〒569-0826 0726(95)8107伊藤　祐 伊藤　祐 平 6. 7. 1内   小   診療所
     高槻市寿町２－２３－２３ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129909-04513 医療法人　庸愛会　木〒569-0814 0726-93-3371医療法人　庸愛会　理木村　政紘 平 6.10. 1精   神   内  診療所
     村クリニック 高槻市富田町六丁目７番１７号 常　勤:    1事長　小西　弘泰 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130009-04521 医療法人　川部医院 〒569-1021 072-687-6063医療法人川部医院　理川部　伸一郎 平 7. 1. 1内   小   リハ診療所
     高槻市弥生が丘町２７番２６号 常　勤:    2事長　川部　伸一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130109-04539 寺井医院 〒569-1033 0726-87-0722寺井　博子 寺井　博子 平 6.12. 1内   診療所
     高槻市宮之川原元町３４番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 130209-04554 ささき医院 〒569-1137 072-692-9106佐々木　学 佐々木　学 平 7. 2. 1循   呼   外  診療所
     高槻市岡本町６５番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130309-04570 ひろのクリニック 〒569-0021 0726-69-5701社会福祉法人博乃会　佐野　郁生 平 7. 7. 1内   診療所
     高槻市前島一丁目３６番１号 常　勤:    3理事長　河西　良雄 新規 現存
     (医       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130409-04596 医療法人　川口内科 〒569-0826 0726-93-0633医療法人　川口内科　川口　憲明 平 7. 7. 1内   小   胃  診療所
     高槻市寿町三丁目３８番２１号 常　勤:    1理事長　川口　憲明 組織変更 循   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130509-04604 医療法人　荘野医院 〒569-1136 0726-85-0953医療法人　荘野医院　荘野　忠泰 平 7. 9. 1内   小   皮  診療所
     高槻市郡家新町１１番２１号 常　勤:    2理事長　荘野　忠泰 移転 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130609-04679 松井診療所 〒569-1141 0726-95-7711松井　昭彦 松井　昭彦 平 8. 2. 1胃   こう 外  診療所
     高槻市氷室町一丁目３０番１号　常　勤:    1 新規 現存
     ファミール３号館１０１号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130709-04687 岩崎医院 〒569-0805 0726-82-2075岩﨑　正宏 岩﨑　正宏 平 8. 4. 1内   循   呼  診療所
     高槻市上田辺町１番３０号第１０常　勤:    1 新規 消   眼   現存
     嶋中ビル４階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130809-04760 福井医院 〒569-1144 072-696-2945中川　義明 中川　義明 平 8. 7.23ひ   皮   外  診療所
     高槻市大畑町３番１号 常　勤:    1 継承 整外 現存
     (医       1) 平29. 7.23
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130909-04786 渡辺婦人科 〒569-0085 072-675-5359石河　二郎 石河　二郎 平 8. 9.22一般    診療所
     高槻市南松原町２番１号 常　勤:    1 継承 婦   現存
     (医       1) 平29. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131009-04794 医療法人　今津診療所〒569-0803 072-683-0039医療法人　今津診療所今津　好秀 平 9. 1. 1神内 精   診療所
     高槻市高槻町１０番２２号　２階常　勤:    1　理事長　今津　好秀 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131109-04802 駒井耳鼻咽喉科医院 〒569-1024 0726-89-3359駒井　健一郎 駒井　健一郎 平 9. 2. 1耳い 診療所
     高槻市寺谷町１８番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
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 131209-04810 堺医院 〒569-0803 0726-85-0457堺　正 堺　正 平 9. 1. 1内   小   ひ  診療所
     高槻市高槻町１４番７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131309-04836 医療法人　三木医院 〒569-1044 0726-96-0067医療法人三木医院　理三木　正之 平 9. 7. 1小   内   診療所
     高槻市上土室三丁目１２番１号 常　勤:    1事長　三木　正之 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131409-04844 阿武山こどもクリニッ〒569-1041 0726-90-3225岡本　良三 岡本　良三 平 9. 8. 1小   診療所
     ク 高槻市奈佐原二丁目３番２２号プ常　勤:    2 新規 現存
     レザントアーク１階 (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131509-04968 藤原眼科 〒569-0036 0726-71-6005藤原　瑤子 藤原　瑤子 平 9.12. 1眼   診療所
     高槻市辻子二丁目１４番６号　　常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131609-04984 医療法人　澤田医院 〒569-0071 072-675-1020医療法人澤田医院　理澤田　賢市 平10. 1. 1内   循   診療所
     高槻市城北町二丁目１４番１４号常　勤:    1事長　澤田　賢市 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131709-05098 医療法人槻陽会　坂本〒569-0804 0726-82-3889医療法人　槻陽会　理坂本　好治 平10. 7. 1耳い 診療所
     医院 高槻市紺屋町６番１９号 常　勤:    1事長　坂本　好治 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131809-05106 医療法人　島津内科ク〒569-0081 0726-75-3003医療法人島津内科クリ谷村　義久 平10. 7. 1内   循   診療所
     リニック 高槻市宮野町１７番１号 常　勤:    2ニック　理事長　谷村 組織変更 現存
     (医       2)　義久 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131909-05130 医療法人緑清会　はっ〒569-0064 0726-61-5007医療法人　緑清会　理服部　登志夫 平10. 7. 1内   皮   診療所
     とり内科・皮フ科 高槻市庄所町２番１０号ラ・カー常　勤:    1事長　服部　登志夫 組織変更 現存
     サ高槻Ａ棟１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132009-05163 岩瀬クリニック 〒569-0822 0726-61-2341岩瀨　方人 岩瀨　方人 平10. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     高槻市津之江町二丁目３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132109-05189 フジタ医院 〒569-0815 0726-96-0006藤田　日出雄 藤田　日出雄 平10.11. 1一般    診療所
     高槻市昭和台町二丁目２７番１号常　勤:    2 継承 皮   小   現存
     (医       2) 平28.11. 1
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 132209-05213 三田村整形外科 〒569-0824 0726-92-8055三田村　有二 三田村　有二 平11. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     高槻市川添二丁目２７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132309-05239 藤本クリニック 〒569-0803 0726-85-0351藤本　良介 藤本　良介 平11. 4. 1内   消   婦  診療所
     高槻市高槻町５番２０号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132409-05254 藤井内科医院 〒569-0002 0726-60-2575藤井　利武 藤井　利武 平11. 5. 1内   診療所
     高槻市東上牧二丁目１３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132509-05296 医療法人健栄会　三康〒569-0077 072-676-0001医療法人健栄会　理事山本　員久 平11. 8. 1一般        25病院
     病院 高槻市野見町３番６号 常　勤:    1長　小野　秀太 組織変更 ひ   内   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132609-05304 医療法人健栄会　三康〒569-0077 072-673-0220医療法人健栄会　理事林　正治 平11. 8. 2ひ   診療所
     病院附属診療所 高槻市野見町６番６０号　 常　勤:    1長　小野　秀太 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 2
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132709-05312 医療法人啓友会　啓友〒569-1029 072-689-3251医療法人啓友会　理事西山　悦子 平11. 9. 1一般        15診療所
     クリニック 高槻市安岡寺町一丁目３６番８号常　勤:    1長　中嶋　啓子 移転 精   神   リハ現存
     めぐみの家１階２階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132809-05320 難波クリニック 〒569-0814 0726-95-3925難波　繁伸 難波　繁伸 平11.12. 1内   消   診療所
     高槻市富田町一丁目３１番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132909-05353 松田外科 〒569-0803 0726-83-5413松田　浩 松田　浩 平12. 1. 1整外 外   リハ診療所
     高槻市高槻町４番５号トキワビル常　勤:    1 新規 現存
     １・２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133009-05361 三康診療所 〒569-1136 072-686-0880小野　秀太 小野　秀太 平12. 1. 1ひ   診療所
     高槻市郡家新町４０番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 133109-05379 末光・稲毛クリニック〒569-0853 072-696-2709稲毛　昭彦 稲毛　昭彦 平11.11. 8整外 内   リウ診療所
     高槻市柳川町一丁目１７番１０号常　勤:    2 継承 リハ 眼   現存
     (医       2) 平29.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133209-05387 医療法人　まつしたク〒569-0065 072-661-0415医療法人　まつしたク松下　弘二 平12. 1. 1小   診療所
     リニック 高槻市城西町５番１７号第８富士常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 現存
     ビル１０３ (医       1)下　弘二 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133309-05395 平井眼科クリニック 〒569-1141 0726-90-6626平井　裕子 平井　裕子 平12. 2. 1眼   診療所
     高槻市氷室町一丁目２５－１３フ常　勤:    1 新規 現存
     ァミール５号館１０６号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133409-05403 冨永クリニック 〒569-1042 0726-90-3355冨永　正夫 冨永　正夫 平12. 3. 1脳外 神内 リハ診療所
     高槻市南平台三丁目２９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     フィオーレ南平台１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133509-05429 れんげ荘診療所 〒569-0835 0726-77-5931社会福祉法人　高志会市川　陽子 平12. 4. 1内   外   診療所
     高槻市三島江四丁目３８番７号 常　勤:    1　理事長　高橋　弘充 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133609-05437 大関医院 〒569-0804 0726-83-2630井上　隆夫 井上　隆夫 平12. 2.24循   呼   外  診療所
     高槻市紺屋町８番３３号プラドビ常　勤:    1 継承 内   現存
     ル２階 (医       1) 平30. 2.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133709-05460 医療法人　彰樹会　坂〒569-0822 0726-70-0155医療法人　彰樹会　理坂谷　則彰 平12. 7. 1内   消   診療所
     谷クリニック 高槻市津之江町一丁目４４番３号常　勤:    1事長　坂谷　則彰 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133809-05478 前島クリニック 〒569-1123 0726-85-9618前島　精治 前島　精治 平12. 9. 1形外 皮   診療所
     高槻市芥川町二丁目７番２６号中常　勤:    1 新規 現存
     埜ビル１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133909-05510 おかもと整形外科 〒569-1041 0726-95-1212陵本　清剛 陵本　清剛 平12.12. 1整外 リウ リハ診療所
     高槻市奈佐原二丁目１１番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134009-05528 坂中内科クリニック 〒569-1041 0726-90-0296坂中　勝 坂中　勝 平12.12. 1内   循   診療所
     高槻市奈佐原二丁目１１番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134109-05536 医療法人仁寿会　すぎ〒569-0056 0726-72-5661医療法人仁寿会　理事杉本　啓司 平13. 1. 1整外 麻   内  診療所
     もと整形外科・麻酔科高槻市城南町二丁目４６番２６号常　勤:    1長　明平　圭司 組織変更 外   リハ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134209-05601 高松内科クリニック 〒569-0804 0726-91-0121高松　順太 高松　順太 平13. 9. 1内   診療所
     高槻市紺屋町７番２７号１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134309-05619 高槻ともしび苑診療所〒569-1029 0726-89-2772社会福祉法人ともしび川部　由巳 平13. 9. 1内   診療所
     高槻市安岡寺町六丁目６番１号 常　勤:    1福祉会　理事長　小西 新規 現存
     (医       1)　敏江 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134409-05635 中島荘野クリニック 〒569-0083 0726-62-7557中島　立博 中島　立博 平13.12. 1外   胃   こう診療所
     高槻市永楽町３番１１号 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134509-05643 ほりぐちクリニック 〒569-0003 0726-69-5226堀口　雄一 堀口　雄一 平14. 1. 1内   胃   リハ診療所
     高槻市上牧町二丁目２番２２号ス常　勤:    1 新規 現存
     テップ上牧Ａ棟 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134609-05650 きとうクリニック 〒569-1029 0726-98-1818鬼頭　義次 鬼頭　義次 平14. 1. 1循   内   診療所
     高槻市安岡寺町一丁目１５番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134709-05668 医療法人清澄会　中田〒569-0825 0726-90-6262医療法人清澄会　理事中田　知伸 平14. 1. 1眼   診療所
     眼科 高槻市栄町四丁目１５番６号 常　勤:    1長　中田　知伸 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134809-05684 医療法人　北川クリニ〒569-1114 0726-86-2020医療法人　北川クリニ北川　眞 平14. 1. 1小   内   診療所
     ック 高槻市別所新町３番１９号 常　勤:    1ック　理事長　北川　 組織変更 現存
     (医       1)眞 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134909-05700 増本医院 〒569-1123 0726-85-0271上津　佳子 上津　佳子 平14. 1. 1内   小   皮  診療所
     高槻市芥川町二丁目１３番２９号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135009-05775 おがさ眼科医院 〒569-0071 0726-61-4141小笠　賢一 小笠　賢一 平14. 4. 1眼   診療所
     高槻市城北町二丁目４番１号ファ常　勤:    1 新規 現存
     イブプラザ３階 (医       1) 平26. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   149 頁

 135109-05825 摂津診療所 〒569-0814 0726-96-0505竹内　望 竹内　望 平14. 8. 1内   外   小  診療所
     高槻市富田町三丁目１番１４号 常　勤:    1 継承 胃   現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135209-05833 井上クリニック 〒569-0814 0726-90-3315井上　裕之 井上　裕之 平14. 9. 1ひ   診療所
     高槻市富田町一丁目１２番３号み常　勤:    1 移転 現存
     なとビル２階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135309-05882 恭生クリニック 〒569-0015 0726-60-3600社会福祉法人恭生会　近藤　敬一郎 平14.12. 1内   外   診療所
     高槻市井尻二丁目３７番８号和朗常　勤:    1理事長　飯田　稔 新規 現存
     園１階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135409-05890 医療法人　西野医院 〒569-0853 072-696-1212医療法人西野医院　理西野　弘志 平15. 1. 1胃   外   こう診療所
     高槻市柳川町二丁目１４番２１号常　勤:    1事長　西野　弘志 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135509-05916 医療法人健珠会　田泌〒569-1115 0726-82-9802医療法人健珠会　理事田　珠相 平15. 1. 1ひ   診療所
     尿器科クリニック 高槻市古曽部町一丁目１番１７号常　勤:    1長　田　珠相 組織変更 現存
     セントコージア古曽部１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135609-05940 ナカムラこどもクリニ〒569-1036 072-687-3591中村　知子 中村　知子 平15. 5. 1小   診療所
     ック 高槻市塚脇一丁目１０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135709-05957 やすだクリニック 〒569-0007 072-684-8400保田　浩 保田　浩 平15. 5. 1小   アレ 診療所
     高槻市神内二丁目２５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135809-05965 医療法人　槻陽会　こ〒569-1127 072-683-8741医療法人　槻陽会　理中林　栄一 平15. 5. 1耳い 診療所
     だま耳鼻咽喉科 高槻市西真上一丁目３２番１２号常　勤:    1事長　坂本　好治 新規 現存
     レジデンス西真上　１階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135909-05973 しもでら小児科クリニ〒569-1044 072-697-5577下寺　睦朗 下寺　睦朗 平15. 5. 1小   診療所
     ック 高槻市上土室三丁目２番１１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136009-05999 ひかり診療所 〒569-0814 072-693-0650公益財団法人大阪府三岡本　雅雄 平15. 4. 1内   循   小  診療所
     (09-65999 ) 高槻市富田町二丁目４番１５号 常　勤:    5島救急医療センター　 組織変更 外   整外 眼  現存
     (医       4)理事長　濱田　剛史 平27. 4. 1耳い ひ   歯  
     (歯       1) 循環器内科
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 136109-06021 医療法人敬天会　星の〒569-0023 0726-62-8121医療法人敬天会　星の星野　征光 平15. 7. 1精   診療所
     クリニック 高槻市松川町２５番５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)星野　征光 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136209-06047 つじ耳鼻咽喉科 〒569-1041 072-697-7666辻　恒治郎 辻　恒治郎 平15.11. 1耳い 診療所
     高槻市奈佐原二丁目１１番　あぶ常　勤:    1 新規 現存
     山スクウェア１階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136309-06062 医療法人英惠会　白石〒569-0025 072-662-6006医療法人英惠会　理事白石　龍哉 平16. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 高槻市藤の里町１８番２６号 常　勤:    1長　白石　龍哉 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136409-06088 社会福祉法人成光苑　〒569-0044 072-662-5888社会福祉法人成光苑　安土　勝義 平16. 2. 1内   外   診療所
     けやき診療所 高槻市番田一丁目６０番１号 常　勤:    1理事長　高岡　國士 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136509-06104 入野内科 〒569-0857 072-678-5884入野　健 入野　健 平16. 1. 1内   診療所
     高槻市玉川四丁目２番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136609-06112 西﨑クリニック 〒569-0827 072-696-2291西﨑　一志 西﨑　一志 平16. 1. 1外   胃   皮  診療所
     高槻市如是町２１番１２号 常　勤:    1 継承 ひ   内   こう現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136709-06120 渡辺内科クリニック 〒569-1141 072-695-8800渡 　昭典 渡 　昭典 平16. 2. 1内   診療所
     高槻市氷室町四丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136809-06179 医療法人東和会　第二〒569-0034 072-674-1008医療法人東和会　理事榊原　茂樹 平16. 6. 1療養        93病院
     東和会病院 高槻市大塚町五丁目２０番３号 常　勤:    6長　飯田　稔 新規 内   外   整外現存
     (医       6) 平28. 6. 1リハ 耳い 
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136909-06187 あたご耳鼻咽喉科 〒569-0007 072-682-4133愛宕　利英 愛宕　利英 平16. 6. 1耳い 診療所
     高槻市神内二丁目２８番５号宮田常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 6. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   151 頁

 137009-06195 しもえ皮フ科クリニッ〒569-1041 072-697-3961下江　文子 下江　文子 平16. 6. 1皮   診療所
     ク 高槻市奈佐原二丁目１１番２１号常　勤:    1 新規 現存
     あぶやまスクエア２階８ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137109-06229 医療法人　川本クリニ〒569-0825 072-692-0027医療法人川本クリニッ川本　皓一郎 平16. 7. 1消   外   リハ診療所
     ック 高槻市栄町四丁目１５番１号ロイ常　勤:    1ク　理事長　川本　皓 組織変更 現存
     ヤル暁１階 (医       1)一郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137209-06237 医療法人初音会　さと〒569-1114 072-691-1314医療法人初音会　理事佐藤　洋 平16. 7. 1循   外   診療所
     うクリニック 高槻市別所新町２番１５号 常　勤:    1長　佐藤　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137309-06245 医療法人光雲会　中村〒569-0814 072-693-0372医療法人光雲会　理事渡 　尚代 平16. 7. 1耳い アレ 診療所
     耳鼻咽喉科 高槻市富田町五丁目２４番１５号常　勤:    1長　渡 　尚代 組織変更 現存
     Ｒａｄｉａｎｔ１４ｔｈ　１０１(医       1) 平28. 7. 1
     号室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137409-06252 医療法人仁寿会　高槻〒569-0825 072-692-4700医療法人仁寿会　理事福井　潤 平16. 8. 1整外 外   内  診療所
     南仁寿会診療所 高槻市栄町二丁目１９番１０号サ常　勤:    1長　明平　圭司 新規 リハ 現存
     カエビル１・２階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137509-06294 おぎはらこども医院 〒569-0824 072-690-1022荻原　博美 荻原　博美 平16. 9. 1小   診療所
     高槻市川添二丁目２６番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137609-06302 阿部整形外科・内科 〒569-1136 072-681-0500阿部　邦美 阿部　邦美 平16. 9. 1整外 内   診療所
     高槻市郡家新町４番３１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137709-06310 医療法人　彦坂医院 〒569-1029 072-689-0676医療法人彦坂医院　理彦坂　誠 平16. 9. 1内   小   循  診療所
     高槻市安岡寺町二丁目１８番３号常　勤:    3事長　彦坂　誠 移転 眼   現存
     (医       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137809-06328 ひばり苑診療所 〒569-0843 072-679-1105社会福祉法人多邦会　福田　彰 平16.11. 1内   精   診療所
     高槻市三箇牧二丁目２０番３号 常　勤:    1理事長　中村　喜代香 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137909-06336 医療法人　いいじまク〒569-1029 072-688-2578医療法人いいじまクリ飯島　直人 平16.10. 1内   消   診療所
     リニック 高槻市安岡寺町五丁目１番５号 常　勤:    1ニック　理事長　飯島 移転 現存
     (医       1)　直人 平28.10. 1
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 138009-06344 医療法人真由会　かね〒569-0071 072-672-6011医療法人真由会　理事金原　裕則 平17. 1. 1ひ   診療所
     はらクリニック 高槻市城北町二丁目１番８号 常　勤:    2長　金原　裕則 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138109-06351 大倉眼科 〒569-0007 072-682-2001大倉　久和 大倉　久和 平17. 2. 1眼   診療所
     高槻市神内二丁目２８番５号宮田常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138209-06377 門脇医院 〒569-1144 0726-96-0143門脇　政治 門脇　政治 平16.12.23外   内   皮  診療所
     高槻市大畑町２５番１８号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138309-06419 こにし皮フ科 〒569-0071 072-670-0001小西　洋平 小西　洋平 平17. 4. 1皮   診療所
     高槻市城北町一丁目４番２１号第常　勤:    1 新規 現存
     ３田淵ビル１階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138409-06427 ゆみこ皮フ科クリニッ〒569-0007 072-682-8770飯田　由美子 飯田　由美子 平17. 5. 1皮   診療所
     ク 高槻市神内二丁目２８番２０号イ常　勤:    1 新規 現存
     シイビル２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138509-06435 南皮膚科 〒569-0071 072-676-0660南　徹 南　徹 平17. 4. 1皮   診療所
     高槻市城北町二丁目４番１２号　常　勤:    1 継承 現存
     辻ビル２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138609-06450 医療法人　明峰会　東〒569-0036 072-672-5335医療法人　明峰会　理東山　信彦 平17. 7. 1一般        16診療所
     山産婦人科・小児科 高槻市辻子三丁目１０番３号 常　勤:    2事長　東山　信彦 組織変更 産婦 小   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138709-06468 医療法人　正優会　な〒569-0814 072-696-9221医療法人　正優会　理成清　道博 平17. 7. 1外   胃   内  診療所
     りきよ医院 高槻市富田町一丁目１１番８号 常　勤:    1事長　成清　道博 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138809-06476 医療法人　晃奈会　よ〒569-0824 072-694-2636医療法人　晃奈会　理吉川　剛司 平17. 7. 1皮   小   診療所
     しかわ皮フ科 高槻市川添二丁目３番２号 常　勤:    2事長　吉川　剛司 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 138909-06518 医療法人弘匠会　青谷〒569-0805 072-691-1811医療法人　弘匠会　理青谷　弘 平17. 8. 1心内 神内 精  診療所
     クリニック 高槻市上田辺町１番３０号　大阪常　勤:    1事長　青谷　弘 移転 内   現存
     住宅ビル３階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139009-06526 くろがね内科循環器科〒569-0071 072-662-8008銕　啓司 銕　啓司 平17.11. 1内   循   診療所
     高槻市城北町一丁目１４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     　興喜第一ビル３階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139109-06542 医療法人真由会　上牧〒569-0007 072-684-8008医療法人真由会　理事瀬川　直樹 平18. 1. 1ひ   診療所
     かねはらクリニック 高槻市神内二丁目８番２７号 常　勤:    1長　金原　裕則 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139209-06575 医療法人入江会　末吉〒569-0811 072-696-0048医療法人入江会　理事末吉　公三 平18. 1. 1内   胃   呼  診療所
     クリニック 高槻市東五百住町三丁目７番２０常　勤:    1長　末吉　公三 組織変更 放   現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139309-06583 特別養護老人ホーム出〒569-0076 072-676-2830社会福祉法人　高城会岡田　正 平18. 4. 1内   診療所
     丸苑診療所 高槻市出丸町４番６２号 常　勤:    1　理事長　奥野　滋子 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139409-06609 りょうクリニック 〒569-0824 072-696-3010梁本　壽男 梁本　壽男 平18. 5. 1外   内   胃  診療所
     高槻市川添二丁目２番２１号 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平30. 5. 1乳腺外科、胃腸
     内科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139509-06617 涌谷眼科クリニック 〒569-0802 072-686-2921涌谷　治夫 涌谷　治夫 平18. 5. 1眼   診療所
     高槻市北園町１５番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139609-06625 高橋眼科クリニック 〒569-1046 072-692-4934髙 　里江子 髙 　里江子 平18. 5. 1眼   診療所
     高槻市塚原四丁目９番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139709-06633 おかざき眼科 〒569-1025 072-689-1444岡﨑　紀 岡﨑　紀 平18. 6. 1眼   診療所
     高槻市芝谷町３５番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   154 頁

 139809-06641 社会医療法人仙養会　〒569-8585 072-696-2121社会医療法人仙養会　木野　昌也 平18. 5. 1一般       217地域支援
     北摂総合病院 高槻市北柳川町６番２４号 常　勤:   56理事長　木野　昌也 移転 内   循   心外病院
     (医      56) 平30. 5. 1小   外   呼外現存
     非常勤:   68 脳外 整外 産婦
     (医      68) 耳い 眼   皮  
     ひ   放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139909-06658 池浦整形外科 〒569-1022 0726-81-6395池浦　淳 池浦　淳 平18. 5.28整外 診療所
     高槻市日吉台二丁目３番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140009-06666 松尾医院 〒569-1144 0726-96-3677松尾　俊介 松尾　俊介 平18. 6. 1外   内   胃  診療所
     高槻市大畑町１１番１８号 常　勤:    2 継承 皮   こう 循  現存
     (医       2) 平30. 6. 1呼   リハ 
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140109-06682 医療法人　青野内科ク〒569-0007 072-686-3111医療法人　青野内科ク青野　豊文 平18. 7. 1内   消   アレ診療所
     リニック 高槻市神内二丁目２８番１３号東常　勤:    1リニック　理事長　青 組織変更 現存
     ア第１ビル２階 (医       1)野　豊文 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140209-06708 やまぐちクリニック 〒569-1145 072-690-5265山口　研一郎 山口　研一郎 平18. 8. 1脳外 神内 リハ診療所
     高槻市富田丘町２番２ステーシア常　勤:    1 新規 現存
     高槻１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140309-06716 医療法人　なかじま整〒569-0814 072-690-3230医療法人なかじま整形中嶋　洋 平18. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 高槻市富田町三丁目１番１０号 常　勤:    1外科　理事長　中嶋　 新規 現存
     (医       1)洋 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140409-06757 たむらクリニック 〒569-0818 072-692-5391田村　雅一 田村　雅一 平18.11. 1内   小   診療所
     高槻市桜ケ丘南町２３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140509-06781 鍋島クリニック 〒569-0031 072-671-7770鍋島　敏也 鍋島　敏也 平18.12. 1内   消   診療所
     高槻市大冠町三丁目２番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140609-06807 楽々園クリニック 〒569-0081 072-672-0022高橋　暢二郎 高橋　暢二郎 平19. 1. 1内   診療所
     高槻市宮野町７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140709-06823 医療法人　土居整形外〒569-0803 0726-81-5555医療法人　土居整形外土居　宗算 平19. 1. 1整外 リハ 診療所
     科 高槻市高槻町１５番８号ダイエツ常　勤:    1科　理事長　土居　宗 組織変更 現存
     ビル３階 (医       1)算 平25. 1. 1
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 140809-06831 医療法人　子安会　な〒569-0823 072-679-1010医療法人　子安会　理中西　一吉 平19. 1. 1一般         8診療所
     かにし産婦人科クリニ高槻市芝生町三丁目２１番１０号常　勤:    1事長　中西　一吉 組織変更 産婦 現存
     ック (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140909-06849 医療法人　尾原内科医〒569-1123 072-685-5123医療法人　尾原内科医尾原　幹啓 平19. 1. 1内   循   診療所
     院 高槻市芥川町一丁目２番Ａ２０３常　勤:    1院　理事長　尾原　幹 組織変更 現存
     アクトアモーレ (医       1)啓 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141009-06864 医療法人仁寿会　仁寿〒569-1131 072-686-5001医療法人仁寿会　理事明平　圭司 平19. 3. 1外   整外 内  診療所
     会郡家クリニック 高槻市郡家本町６番５号 常　勤:    1長　明平　圭司 新規 胃   リハ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141109-06880 医療法人悠仁会　稲田〒569-0071 072-662-6633医療法人悠仁会　理事稲田　泰之 平19. 7. 1心内 精   皮  診療所
     クリニック 高槻市城北町二丁目６番５号　福常　勤:    1長　稲田　泰之 組織変更 現存
     本ビル４階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141209-06930 角辻医院 〒569-1142 072-696-1809角辻　格 角辻　格 平19. 9. 1一般         5診療所
     高槻市宮田町二丁目１６番１４号常　勤:    1 移転 内   外   消  現存
     (医       1) 平25. 9. 1精   神   循  
     非常勤:    5 皮   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141309-06948 高島内科クリニック 〒569-1123 072-686-5522髙島　俊晴 髙島　俊晴 平19.11. 1内   消   診療所
     高槻市芥川町二丁目１４番１号ロ常　勤:    1 新規 現存
     ハス・ケアーズビル２階２０１ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141409-06955 きたうら整形外科 〒569-0064 072-674-0116北浦　俊哉 北浦　俊哉 平19.11. 1整外 リハ 診療所
     高槻市庄所町８番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141509-06963 医療法人恭健会　ちば〒569-0081 072-675-6013医療法人恭健会　理事千葉　恭士 平19.10. 1外   消   こう診療所
     クリニック 高槻市宮野町２１番１７号 常　勤:    1長　千葉　恭士 移転 内   小   皮  現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141609-06971 村上ペインクリニック〒569-1121 072-688-0011村上　晴也 村上　晴也 平19.12. 1麻   外   診療所
     ・外科 高槻市真上町六丁目３０番２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 141709-07037 鄭クリニック 〒569-0852 072-695-8015鄭　栄植 鄭　栄植 平20. 9. 1外   内   消  診療所
     高槻市北柳川町１５番２２号 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141809-07052 医療法人栄新会　芥川〒569-1123 072-686-1322医療法人栄新会　理事平賀　誠三 平20.10. 1眼   診療所
     町クリニック 高槻市芥川町一丁目２番Ｂ０２０常　勤:    1長　杉野　栄太 組織変更 現存
     ２ＡＣＴａｍｏｒｅ２階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141909-07060 医療法人美喜和会　美〒569-1197 072-693-0052医療法人美喜和会　理大尾　充剛 平20.11. 1精神 病院
     喜和会オレンジホスピ高槻市大字奈佐原１０番１０ 常　勤:    5事長　北川　晉 移転     精神   240現存
     タル (医       5) 平26.11. 1精   心内 内  
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142009-07078 医療法人　あきおか形〒569-0803 072-686-3230医療法人あきおか形成秋岡　二郎 平21. 1. 1形外 診療所
     成外科 高槻市高槻町４番５号トキワビル常　勤:    1外科　理事長　秋岡　 組織変更 現存
     ４階 (医       1)二郎 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142109-07086 医療法人優優会　高槻〒569-0804 072-684-8733医療法人優優会　理事山本　和弘 平21. 1. 1耳い 小   皮  診療所
     やまもとクリニック 高槻市紺屋町９番１８号さつきビ常　勤:    4長　山本　和弘 移転 呼内 現存
     ル１階 (医       4) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142209-07102 社会福祉法人博乃会　〒569-0833 072-679-2200社会福祉法人博乃会　森　裕 平21. 5. 1内   診療所
     ひろの南クリニック 高槻市唐崎南三丁目３０番５号 常　勤:    1理事長　河西　良雄 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142309-07110 高槻市立療育園内診療〒569-1131 072-681-6411高槻市長　濱田　剛史植村　隆 平21. 4. 1小   神内 整外診療所
     所 高槻市郡家本町５番３号 常　勤:    1 移転 リハ 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142409-07128 王医院 〒569-1121 072-685-3411王　宝智 王　宝智 平21. 4. 1内   診療所
     高槻市真上町一丁目７番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 142509-07136 中村整形外科 〒569-1034 072-687-6796中村　昭文 中村　昭文 平21. 4.13整外 リハ 放  診療所
     高槻市大蔵司二丁目５３番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142609-07144 医療法人　山口医院 〒569-1022 072-687-6525医療法人山口医院　理山口　誠 平21. 5. 1内   小   循  診療所
     高槻市日吉台七番町１７番１２号常　勤:    2事長　松本　希 移転 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142709-07169 大阪医科大学健康科学〒569-1123 072-684-6277学校法人大阪医科薬科後山　尚久 平21. 7. 1内   婦   消  診療所
     クリニック 高槻市芥川町一丁目１番１号 常　勤:    6大学　理事長　植木　 新規 循   現存
     (医       6)實 平27. 7. 1
     非常勤:   56
     (医      56)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142809-07177 医療法人青蘭会　とよ〒569-0803 072-686-0919医療法人青蘭会　理事豊田　勝弘 平21. 7. 1心内 精   診療所
     だクリニック 高槻市高槻町１３番５号牧ビル３常　勤:    1長　豊田　勝弘 組織変更 現存
     Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142909-07193 社会福祉法人　多邦会〒569-0056 072-670-5050社会福祉法人　多邦会李　知輝（安山知輝）平21. 9. 1内   小   診療所
     　朋央診療所 高槻市城南町二丁目４５番１０号常　勤:    1　理事長　中村　喜代 新規 現存
     (医       1)香 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143009-07201 宮田クリニック 〒569-0804 072-686-0055宮田　賢 宮田　賢 平21.10. 1脳外 リハ 診療所
     高槻市紺屋町９番１８号さつきビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143109-07219 医療法人仁寿会　仁寿〒569-0802 072-683-3100医療法人仁寿会　理事森　毅 平22. 1. 1外   胃   内  診療所
     会高槻駅前クリニック高槻市北園町１４番１３号モリモ常　勤:    1長　明平　圭司 新規 乳腺外科、胃腸現存
     トビル２・３階 (医       1) 平28. 1. 1内科、内科、外
     非常勤:    4 科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143209-07227 医療法人正治会　大橋〒569-1032 072-687-7881医療法人正治会　理事大橋　一 平22. 1. 1内   消   診療所
     内科 高槻市宮之川原一丁目５番２６号常　勤:    2長　大橋　一 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 143309-07250 サンシティクリニック〒569-1025 072-698-1264八谷　孝 八谷　孝 平22. 7. 1内   外   整外診療所
     高槻市芝谷町５３番３号 常　勤:    1 移転 リハ 神内 精  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143409-07268 医療法人　かとうクリ〒569-0081 072-675-7711医療法人　かとうクリ加藤　公生 平22. 7. 1内   診療所
     ニック 高槻市宮野町３番１２号サニープ常　勤:    1ニック　理事長　加藤 組織変更 現存
     ラザ南館 (医       1)　公生 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143509-07284 しらかわクリニック 〒569-0055 072-670-6780白川　善純 白川　善純 平23. 2. 1内   診療所
     高槻市西冠三丁目１２番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143609-07292 医療法人　奏会　小西〒569-0814 072-690-1211医療法人　奏会　理事小西　研史 平23. 1. 1皮   形外 アレ診療所
     けんじ皮フ科クリニッ高槻市富田町五丁目２４番１５号常　勤:    1長　小西　研史 組織変更 現存
     ク レディアントフォーティーンス２(医       1) 平29. 1. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143709-07334 医療法人杏仁会　おか〒569-0032 072-676-1145医療法人杏仁会　理事田辺　敏明 平23. 5. 1内   小   外  診療所
     だクリニック 高槻市東和町５６番２号 常　勤:    1長　田辺　敏明 移転 整外 胃   こう現存
     (医       1) 平29. 5. 1皮   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143809-07342 医療法人　聖仁会　松〒569-0803 072-681-0015医療法人　聖仁会　理趙　仁幸（松本仁幸）平23. 7. 1内   皮   眼  診療所
     本医院 高槻市高槻町９番１号栗田ビル２常　勤:    1事長　松本　仁幸 組織変更 耳い リウ アレ現存
     階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143909-07359 社会医療法人　愛仁会〒569-1116 072-683-1212社会医療法人　愛仁会吉田　和也 平23. 7. 1一般       264病院
     (09-67359 ) 　愛仁会リハビリテー高槻市白梅町５番７号 常　勤:   15　理事長　内藤　嘉之 移転 リハ 内   脳外現存
     ション病院 (医      15) 平29. 7. 1整外 精   皮  
     非常勤:   11 小   循   歯  
     (医      11) 内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144009-07367 医療法人　島津会　宮〒569-1142 072-696-0139医療法人　島津会　理島津　保生 平23. 7. 1内   小   形外診療所
     田診療所 高槻市宮田町２丁目５番２８号 常　勤:    1事長　島津　保生 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 144109-07375 医療法人　愛基会　黒〒569-1022 072-687-0373医療法人　愛基会　理黒川　浩史 平23. 7. 1内   小   診療所
     川医院 高槻市日吉台一番町１７番３号 常　勤:    1事長　黒川　浩史 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144209-07391 なかにしクリニック 〒569-0804 072-684-8840中西　敬介 中西　敬介 平23.10. 1眼   内   診療所
     高槻市紺屋町６番７号レスポアー常　勤:    1 新規 現存
     ル紺屋２階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144309-07417 医療法人　仁友会　清〒569-0802 072-683-5550医療法人　仁友会　理清水　篤 平24. 1. 1内   ひ   診療所
     水クリニック 高槻市北園町３番２５号 常　勤:    2事長　清水　篤 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144409-07425 医療法人　合仁堂　ご〒569-1144 072-693-0016医療法人　合仁堂　理合田　公志 平24. 1. 1内   診療所
     うだ内科 高槻市大畑町８番１号ハヤマ摂津常　勤:    1事長　合田　公志 組織変更 現存
     富田駅前ビル１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144509-07441 楢原産婦人科 〒569-0053 072-672-5000 原　敬二郎 原　敬二郎 平24. 1. 4一般         8診療所
     高槻市春日町１－２７ 常　勤:    1 継承 産婦 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144609-07466 藤原医院 〒569-0034 072-671-5935藤原　正隆 藤原　正隆 平24. 3. 1内   循   小  診療所
     高槻市大塚町五丁目５－４ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144709-07474 森内科 〒569-0056 072-676-5050森　敏純 森　敏純 平24. 4. 1内   循   診療所
     高槻市城南町２－３１－２６ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144809-07482 近藤診療所 〒569-1042 072-694-4060近藤　基之 近藤　基之 平24. 4. 1内   診療所
     高槻市南平台２丁目１４番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144909-07490 みねはる耳鼻咽喉科 〒569-0076 072-662-3387峰晴　昭仁 峰晴　昭仁 平24. 5. 1耳い 診療所
     高槻市出丸町６－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145009-07516 湯浅医院 〒569-0804 072-668-6366湯浅　文雄 湯浅　文雄 平24. 5. 1内   小   診療所
     高槻市紺屋町１２－２５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 145109-07524 医療法人　けやきクリ〒569-1042 072-668-5561医療法人　けやきクリ川口　英人 平24. 6. 1内   診療所
     ニック 高槻市南平台３丁目２８番１４号常　勤:    1ニック　理事長　木下 新規 現存
     (医       1)　良太 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145209-07557 医療法人　碧水会　大〒569-0854 072-693-4888医療法人　碧水会　理大津　彌平 平24. 7. 1耳い 診療所
     津医院 高槻市西町６５番３号 常　勤:    1事長　大津　彌平 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145309-07565 医療法人　森口胃腸内〒569-0035 072-672-1359医療法人　森口胃腸内森口　暁仁 平24. 7. 1胃   内   診療所
     科クリニック 高槻市深沢町１丁目２７番３号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　森口　暁仁 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145409-07573 医療法人　つじ・クリ〒569-0036 072-675-3237医療法人　つじ・クリ辻　宏明 平24. 7. 1内   呼   診療所
     ニック 高槻市辻子二丁目２３番１号 常　勤:    1ニック　理事長　辻　 組織変更 現存
     (医       1)宏明 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145509-07599 まの・すぎのこ　こど〒569-1141 072-669-7033真野　利之 真野　利之 平24. 9. 1小   診療所
     もクリニック 高槻市氷室町１丁目２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145609-07615 西田メンタルクリニッ〒569-1123 072-668-2566西田　勇彦 西田　勇彦 平24.10. 1心内 精   診療所
     ク 高槻市芥川町１丁目２番アクトア常　勤:    1 新規 現存
     モーレ１階Ａ１０１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145709-07649 しもむら内科クリニッ〒569-0025 072-668-3152下村　裕章 下村　裕章 平24.10. 1内   診療所
     ク 高槻市藤の里町９－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145809-07656 医療法人　大阪精神医〒569-1117 072-682-8801医療法人　大阪精神医林　宏一 平24.12. 1精   心内 診療所
     学研究所　新阿武山ク高槻市天神町１丁目１０－１　２常　勤:    1学研究所　理事長　米 新規 現存
     リニック 階 (医       1)田　博 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145909-07664 医療法人聴道会　櫟原〒569-0824 072-694-7609医療法人聴道会　理事櫟原　崇宏 平25. 3. 1耳い 診療所
     医院 高槻市川添二丁目１５番２３号 常　勤:    2長　櫟原　茂之 移転 現存
     (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 146009-07672 かんの眼科クリニック〒569-0085 072-675-0614神野　早苗 神野　早苗 平25. 4. 1眼   診療所
     高槻市南松原町６番２５号フラッ常　勤:    1 新規 現存
     ト樹１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146109-07698 医療法人　瀬水会　大〒569-0804 072-686-5588医療法人　瀬水会　理大石　賢嗣 平25. 7. 1眼   診療所
     石眼科医院 高槻市紺屋町９番９号 常　勤:    1事長　大石　賢嗣 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146209-07706 医療法人　夢輝会　い〒569-0053 072-676-1187医療法人　夢輝会　理今中　政支 平25. 7. 1耳い アレ 診療所
     まなか耳鼻咽喉科 高槻市春日町１番２６号松岡マン常　勤:    1事長　今中　政支 組織変更 現存
     ション１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146309-07722 医療法人光愛会　こう〒569-1144 072-697-1700医療法人光愛会　理事藤本　心祐 平25.10. 1精   心内 診療所
     あいクリニック 高槻市大畑町６番１５号　２階 常　勤:    1長　有本　進 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146409-07748 さいとう眼科 〒569-0814 072-694-8144齋藤　総一郎 齋藤　総一郎 平25. 9. 1眼   診療所
     高槻市富田町１－１３－２６ホワ常　勤:    1 移転 現存
     イトレジデンス１Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146509-07755 もりた内科・胃腸内科〒569-0824 072-669-7676森田　勇 森田　勇 平25.11. 1内   胃   診療所
     高槻市川添２丁目１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146609-07763 おおにしクリニック 〒569-0814 072-668-1421大西　雅彦 大西　雅彦 平25.12. 1精   診療所
     高槻市富田町１丁目１８－１４Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     ＴマンションⅢ　１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146709-07797 社会医療法人愛仁会　〒569-1123 072-681-5533社会医療法人愛仁会　東郷　杏一 平26. 4. 1一般        40病院
     しんあい病院 高槻市芥川町２丁目３番５号 常　勤:    3理事長　内藤　嘉之 組織変更 内   循   消  現存
     (医       3) 平26. 4. 1神内 外   こう
     非常勤:   25 整外 小   リハ
     (医      25) 放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146809-07805 社会医療法人愛仁会　〒569-1035 072-668-5000社会医療法人愛仁会　深井　眞澄 平26. 4. 1内   循   リハ診療所
     しんあいクリニック 高槻市西之川原二丁目４６番３号常　勤:    1理事長　内藤　嘉之 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 146909-07813 整形外科なかむらクリ〒569-1121 072-685-8637中村　信之 中村　信之 平26. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 高槻市真上町２丁目１番３１号メ常　勤:    1 新規 内   現存
     ゾンレヴェーユ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147009-07821 大杉内科 〒569-0083 072-671-8107大杉　友顕 大杉　友顕 平26. 5. 1内   循   診療所
     高槻市永楽町７－１５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147109-07839 医療法人一慧会　中谷〒569-0046 072-671-2016医療法人一慧会　理事中谷　祐子 平26. 7. 1内   循   整外診療所
     医院 高槻市登町１６番５号 常　勤:    1長　中谷　祐子 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147209-07847 藤林クリニック 〒569-1123 072-686-3380医療法人至誠会　理事藤林　稔和 平26. 7. 1内   神内 心内診療所
     高槻市芥川町三丁目１２番３３号常　勤:    1長　藤林　稔和 組織変更 リハ 麻   精  現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147309-07854 医療法人　にしがき眼〒569-1123 072-681-5150医療法人にしがき眼科 垣　昌人 平26. 7. 1眼   診療所
     科 高槻市芥川町２丁目１４番２１号常　勤:    1　理事長　 垣　昌人 組織変更 現存
     サージュビル本館２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147409-07862 医療法人　下谷内科 〒569-0824 072-695-1266医療法人下谷内科　理下谷　麻里子 平26. 7. 1内   こう 診療所
     高槻市川添２丁目２３番７号 常　勤:    1事長　下谷　麻里子 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147509-07870 医療法人滋夕会　たに〒569-1117 072-668-3317医療法人滋夕会　理事谷口　一浩 平26. 7. 1耳い 診療所
     ぐち耳鼻咽喉科 高槻市天神町１丁目１０番１号た常　勤:    1長　谷口　一浩 組織変更 現存
     かつき天神ビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147609-07888 医療法人　おおたクリ〒569-0803 072-668-3975医療法人おおたクリニ太田　幸司 平26. 7. 1心内 精   診療所
     ニック 高槻市高槻町５番２５号北本ビル常　勤:    1ック　理事長　太田　 組織変更 現存
     ２Ｆ (医       1)幸司 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 147709-07896 古賀整形外科・外科 〒569-0846 072-678-7331人見　克司 人見　克司 平26. 7.23整外 外   リハ診療所
     高槻市柱本新町７番１３号 常　勤:    2 継承 皮   現存
     (医       2) 平26. 7.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147809-07912 医療法人医仁会　森田〒569-0056 072-670-1010医療法人医仁会　理事森田　英次郎 平26.11. 1内   胃   診療所
     内科・胃腸内科 高槻市城南町２丁目３番１号 常　勤:    1長　森田　英次郎 組織変更 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147909-07938 医療法人友仁会　野田〒569-1116 072-684-2324医療法人友仁会　理事野田　友一 平27. 1. 1皮   歯   診療所
     (09-67938 ) 皮フ科クリニック 高槻市白梅町４番１３号ジオ高槻常　勤:    2長　野田　友一 移転 現存
     ミューズＥＸ４階 (医       1) 平27. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148009-07979 医療法人健守会　サン〒569-0835 072-677-8500医療法人健守会　理事前川　仁 平27. 7. 1内   外   精  診療所
     クリニック 高槻市三島江４丁目１４番２６号常　勤:    1長　前川　仁 組織変更 心内 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148109-07987 大阪医科大学三島南病〒569-0856 072-677-1333学校法人大阪医科薬科後藤　研三 平27. 7. 1一般       125病院
     院 高槻市玉川新町８番１号 常　勤:   17大学　理事長　植木　 組織変更 療養        89現存
     (医      17)實 平27. 7. 1内   循   外  
     非常勤:   61 整外 脳外 皮  
     (医      61) ひ   眼   放  
     リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148209-07995 医療法人　宮内内科ク〒569-1123 072-686-3330医療法人宮内内科クリ宮内　章光 平27. 7. 1内   診療所
     リニック 高槻市芥川町一丁目１番１号ＪＲ常　勤:    1ニック　理事長　宮内 組織変更 現存
     高槻駅ＮＫビル２階 (医       1)　章光 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148309-08001 医療法人晴聖会　天神〒569-1123 072-690-7833医療法人晴聖会　理事田中　基晴 平27. 7. 1内   診療所
     田中内科クリニック 高槻市芥川町一丁目１５番２３号常　勤:    1長　田中　基晴 組織変更 現存
     ヨシタケビル２Ｄ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148409-08019 医療法人聖佑会　おお〒569-0055 072-676-8900医療法人聖佑会　理事大島　佑介 平27. 7. 1眼   診療所
     しま眼科クリニック 高槻市西冠１丁目１２番８号たか常　勤:    1長　大島　佑介 組織変更 現存
     つき西冠ビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   164 頁

 148509-08027 いなもと　こどもクリ〒569-0814 072-668-6033稲本　潤 稲本　潤 平27.10. 1小   診療所
     ニック 高槻市富田町６－２０－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148609-08035 おおぎたに内科・胃腸〒569-1142 072-668-6705扇谷　大輔 扇谷　大輔 平27.10. 1内   胃   診療所
     内科 高槻市宮田町１－２９－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148709-08043 西冠いちはら耳鼻咽喉〒569-0055 072-669-8741櫟原　新平 櫟原　新平 平27.11. 1耳い 診療所
     科 高槻市西冠３丁目３０番１号　１常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148809-08050 福田クリニック 〒569-0076 072-671-7442岡本　彩子 岡本　彩子 平28. 1. 1皮   外   こう診療所
     高槻市出丸町２－１７ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148909-08068 医療法人聖佑会　かわ〒569-1142 072-690-7540医療法人聖佑会　理事川崎　佳巳 平28. 2. 1眼   診療所
     さき眼科クリニック 高槻市宮田町１丁目２９番１８号常　勤:    1長　大島　佑介 新規 現存
     たかつき宮田町ビル３階 (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149009-08076 医療法人明樹会　すぎ〒569-0802 072-684-1192医療法人明樹会　理事杉　和憲 平28. 1. 1胃   内   診療所
     胃腸内科クリニック 高槻市北園町１６番１６号イダイ常　勤:    1長　杉　和憲 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149109-08084 医療法人太咲会　みず〒569-1115 072-690-7555医療法人太咲会　理事水谷　泰之 平28. 1. 1眼   診療所
     のや眼科 高槻市古曽部町二丁目１３番４号常　勤:    1長　水谷　泰之 組織変更 現存
     ＭＲビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149209-08092 ふくなが眼科 〒569-1144 072-695-2121福永　崇樹 福永　崇樹 平28. 3. 1眼   診療所
     高槻市大畑町８番７号グランウエ常　勤:    2 新規 現存
     スト２階 (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149309-08100 かわしげクリニック 〒569-0071 072-671-0111川茂　聖哉 川茂　聖哉 平28. 4. 1心内 精   診療所
     高槻市城北町２－４－５　３Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149409-08118 医療法人健和会　かわ〒569-0046 072-676-7601医療法人健和会　理事河本　浩二 平28. 5. 1小   診療所
     もと　こども　クリニ高槻市登町１８－１ 常　勤:    1長　植田　和子 新規 現存
     ック (医       1) 平28. 5. 1
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 149509-08126 おかざき内科クリニッ〒569-0823 072-679-3501岡﨑　英明 岡﨑　英明 平28. 7. 1内   循   診療所
     ク 高槻市芝生町一丁目１番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149609-08142 やまの内科・胃腸内科〒569-0064 072-668-7033山野　剛 山野　剛 平28. 9. 1内   胃   診療所
     クリニック 高槻市庄所町３番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149709-08159 医療法人社団渡部眼科〒569-0804 072-686-5535医療法人社団渡部眼科三浦　智子 平28.10. 3眼   診療所
     　渡部眼科高槻クリニ高槻市紺屋町１番１号グリーンプ常　勤:    1　理事長　渡部　暁也 新規 現存
     ック ラザたかつき１号館５階 (医       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149809-08167 医療法人　富田つじ耳〒569-1144 072-696-3633医療法人富田つじ耳鼻辻　雄一郎 平28. 9. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 高槻市大畑町１番３号マツダビル常　勤:    1咽喉科　理事長　辻　 組織変更 現存
     (医       1)雄一郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149909-08183 澤木内科・糖尿病クリ〒569-0804 072-669-8111澤木　秀明 澤木　秀明 平28.11. 1内   診療所
     ニック 高槻市紺屋町１－１－５０１グリ常　勤:    1 新規 現存
     ーンプラザたかつき１号館５階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150009-08191 医療法人美喜有会　み〒569-0064 072-648-3360医療法人美喜有会　理池田　昌人 平29. 1. 1呼内 内   リハ診療所
     きゆうホームクリニッ高槻市庄所町２番９号 常　勤:    3事長　坂本　貞範 新規 精   現存
     ク (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150109-08209 かきはらみずほクリニ〒569-1116 072-648-3456柿原　瑞穂 柿原　瑞穂 平29. 1. 1内   消   診療所
     ック 高槻市白梅町５－２０－３０６ジ常　勤:    1 新規 現存
     オ高槻ミューズレジス３階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150209-08217 医療法人光輪会　さつ〒569-0081 072-672-5100医療法人光輪会　理事岩重　渉 平29. 2. 1内   精   診療所
     きクリニック 大阪府高槻市宮野町１７番５号１常　勤:    3長　柳楽　知義 移転 現存
     階 (医       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150309-08225 医療法人進純会　さい〒569-0055 072-676-7666医療法人進純会　理事齊藤　純 平29. 3. 1内   アレ ひ  診療所
     とう内科クリニック 高槻市西冠一丁目１２番８号たか常　勤:    1長　齊藤　純 組織変更 現存
     つき西冠ビル１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 150409-08233 医療法人　フェルマー〒569-1144 072-696-8139医療法人フェルマータ細澤　仁 平29. 3. 1精   心内 神内診療所
     タ・メンタルクリニッ高槻市大畑町１２番１－２０３号常　勤:    1・メンタルクリニック 組織変更 現存
     ク (医       1)　理事長　細澤　仁 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150509-08241 堤レディースクリニッ〒569-0071 072-662-0223堤　明裕 堤　明裕 平29. 4. 1産婦 婦   診療所
     ク 高槻市城北町２丁目４番５号Ｈｉ常　勤:    1 新規 現存
     ｓａｋｏ．ＢＬＤ　２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150609-08258 まつい血管内科・静脈〒569-1123 072-686-6000松井　広登 松井　広登 平29. 4. 1内   診療所
     瘤クリニック 高槻市芥川町１丁目１１番２号Ｏ常　勤:    1 新規 現存
     ＳＡＫＡＹＡビル３階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150709-08266 整形外科リハビリテー〒569-1145 072-648-3977髙田　潤 髙田　潤 平29. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ション科　たかだクリ高槻市富田丘町２番２号ステーシ常　勤:    1 新規 現存
     ニック ア高槻１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150809-08274 医療法人　いなだ訪問〒569-0066 072-668-7864医療法人いなだ訪問ク稲田　陽 平29. 3. 1内   診療所
     クリニック 高槻市中川町５番３号 常　勤:    1リニック　理事長　稲 組織変更 現存
     (医       1)田　陽 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150909-08282 とりい内科クリニック〒569-1034 072-669-8378鳥居　芳太郎 鳥居　芳太郎 平29. 5. 1内   呼内 診療所
     高槻市大蔵司２丁目５３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151009-08290 にしかわ皮フ科クリニ〒569-1127 072-686-6161西川　深雪 西川　深雪 平29. 5. 1皮   診療所
     ック 高槻市西真上１丁目３６番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151109-08308 もり耳鼻咽喉科クリニ〒569-0071 072-672-1200森　京子 森　京子 平29. 5. 1耳い 診療所
     ック 高槻市城北町２丁目３－３城北フ常　勤:    1 新規 現存
     ジビル２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151209-08316 はやし眼科クリニック〒569-0825 072-695-1119林　麻衣子 林　麻衣子 平29. 5. 1眼   診療所
     高槻市栄町１丁目１番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151309-08324 白石クリニック　整形〒569-1123 072-669-7701白石　将史 白石　将史 平29. 5. 1整外 内   消  診療所
     外科・内科・消化器内高槻市芥川町一丁目１３番１４号常　勤:    2 新規 リハ リウ 現存
     科 (医       2) 平29. 5. 1
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 151409-08332 筒井宮城医院 〒569-0074 072-675-5079宮城　健一 宮城　健一 平29. 4. 1内   循   診療所
     高槻市本町３番１８号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151509-08340 南平台かどたクリニッ〒569-1042 072-697-2001角田　力 角田　力 平29. 6. 1内   消   診療所
     ク 高槻市南平台４－１４－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151609-08357 医療法人　後藤レディ〒569-1116 072-683-8510医療法人後藤レディー後藤　栄 平29. 8. 6婦   診療所
     ースクリニック 高槻市白梅町４番１３号ジオ高槻常　勤:    2スクリニック　理事長 移転 現存
     ミューズＥＸ５階 (医       2)　後藤　栄 平29. 8. 6
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151709-08365 医療法人もみじ会　田〒569-1133 072-681-0689医療法人もみじ会　理田崎　龍之介 平29. 9. 1内   小   循  診療所
     崎医院 高槻市川西町一丁目３１番１２号常　勤:    3事長　田崎　龍之介 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151809-08373 医療法人元慶会　福森〒569-0043 072-672-2752医療法人元慶会　理事福森　達郎 平29. 9. 1内   小   診療所
     医院 高槻市竹の内町１０番９号 常　勤:    1長　福森　達郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151909-08381 成田こどもクリニック〒569-0088 072-676-7755成田　努 成田　努 平29.11.20小   診療所
     高槻市天王町３２番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152009-08399 法橋心療内科 〒569-0071 072-674-1114法橋　明 法橋　明 平30. 4. 1心内 精   内  診療所
     高槻市城北町２丁目１４番２８号常　勤:    1 新規 現存
     関西城北ビル３０３号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152109-08407 すいたこども医院 〒569-1142 072-692-2800吹田　ちほ 吹田　ちほ 平30. 4. 1小   診療所
     高槻市宮田町１丁目２９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     たかつき宮田町ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152209-08415 いさか脳神経クリニッ〒569-1123 072-683-8213井阪　俊彦 井阪　俊彦 平30. 4. 1脳外 神内 診療所
     ク 高槻市芥川町１丁目１０番３号荘常　勤:    1 新規 現存
     田ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152309-08423 医療法人徳生会　武田〒569-0053 072-674-8188医療法人徳生会　理事武田　維明 平30. 3. 1内   消   診療所
     消化器内科 高槻市春日町１６番１６号 常　勤:    1長　武田　維明 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 152409-08431 医療法人ｊＭＯＧ　田〒569-1116 072-668-4651医療法人ｊＭＯＧ　理田辺　晃子 平30. 3. 1婦   産婦 診療所
     辺レディースクリニッ高槻市白梅町４番１３号ジオ高槻常　勤:    1事長　田辺　晃子 組織変更 現存
     ク ミューズＥＸ４Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152509-08449 北摂皮膚科クリニック〒569-1144 072-697-7830米田　雅子 米田　雅子 平30. 6. 1皮   診療所
     高槻市大畑町１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152609-08456 大阪医科大学　関西Ｂ〒569-8686 072-683-1221学校法人大阪医科薬科小野　公二 平30. 6. 1放   診療所
     ＮＣＴ共同医療センタ高槻市大学町２番７号 常　勤:    2大学　理事長　植木　 新規 現存
     ー (医       2)實 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152710-00022 公益財団法人　大阪労〒555-0012 06-6474-1201公益財団法人大阪労働中田　一洋 昭32. 7. 1一般       118病院
     働衛生センター第一病大阪市西淀川区御幣島六丁目２番常　勤:    7衛生センター第一病院 療養        95現存
     院 ２号 (医       7)　理事長　大森　成二 平29. 7. 1内   消   整外
     非常勤:   19 外   皮   眼  
     (医      19) リハ 心内 神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152810-01962 西淀川公害医療センタ〒555-0033 06-6471-0543一般社団法人西淀川区佐々木　穰 昭50. 7. 1内   小   診療所
     ー附属診療所 大阪市西淀川区姫島六丁目３番３常　勤:    1医師会　会長　福田　 新規 現存
     ６号 (医       1)弥一郎 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152910-02044 一般財団法人淀川勤労〒555-0024 06-6472-1141一般財団法人淀川勤労大島　民旗 昭54. 8. 1一般       218病院
     者厚生協会　附属西淀大阪市西淀川区野里三丁目５番２常　勤:   15者厚生協会　理事長　 新規 内   外   整外現存
     病院 ２号 (医      15)澤田　佳宏 平24. 8. 1小   婦   リハ
     非常勤:  125 皮   放   
     (医     125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153010-02093 江崎グリコ診療所 〒555-0021 06-6477-8496江崎グリコ株式会社　浅井　一久 昭40. 3. 1内   診療所
     大阪市西淀川区歌島四丁目６番５常　勤:    4代表取締役　江崎　勝 新規 現存
     号 (医       4)久 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153110-02135 高岡診療所 〒555-0041 06-6473-3002高岡　均 高岡　均 昭55.10. 1内   胃   小  診療所
     大阪市西淀川区中島一丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153210-02333 医療法人　黒川診療所〒555-0025 06-6471-9912医療法人黒川診療所　黒川　惠 昭50. 6. 1内   他   リハ診療所
     大阪市西淀川区姫里一丁目２２番常　勤:    2理事長　黒川　達人 組織変更 小   現存
     ２３号 (医       2) 平28. 7. 1ペインクリニッ
     ク内科
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 153310-02382 医療法人　北野クリニ〒555-0031 06-6471-2916医療法人北野クリニッ北野　英人 平 2. 1. 1内   神   外  診療所
     ック 大阪市西淀川区出来島一丁目４番常　勤:    2ク　理事長　北野　英 組織変更 脳外 ひ   リハ現存
     １８号 (医       2)人 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153410-02416 医療法人　波津診療所〒555-0033 06-6475-5067医療法人波津診療所　波津　静 平 2. 1. 1内   アレ 呼  診療所
     大阪市西淀川区姫島一丁目１８番常　勤:    1理事長　波津　静 組織変更 現存
     １２号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153510-02424 医療法人　若杉診療所〒555-0031 06-6471-5104医療法人若杉診療所　若杉　太郎 平 2. 1. 1内   外   皮  診療所
     大阪市西淀川区出来島二丁目９番常　勤:    1理事長　若杉　太郎 組織変更 放   現存
     ３号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153610-02499 ナス医院 〒555-0001 06-6471-1236那須　哲 那須　哲 平 5. 1. 1内   小   診療所
     大阪市西淀川区佃三丁目１０番１常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153710-02507 金井整形外科 〒555-0033 06-6477-1333金井　秀彰 金井　秀彰 平 5. 6. 1整外 外   リウ診療所
     大阪市西淀川区姫島六丁目１番１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ９号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153810-02515 医療法人善心会　いせ〒555-0032 06-6475-4848医療法人善心会いせき井石　総 平 5. 7. 1整外 外   内  診療所
     き整形外科 大阪市西淀川区大和田三丁目８番常　勤:    1整形外科　理事長井石 組織変更 リハ リウ 放  現存
     １７号 (医       1)　総 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153910-02531 つだ耳鼻咽喉科 〒555-0001 06-6477-2636津田　恵子 津田　恵子 平 6. 2. 1耳い 診療所
     大阪市西淀川区佃２－２－５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154010-02572 医療法人博悠会　名取〒555-0043 06-6474-0506医療法人　博悠会　名百々　元昭 平 7. 7. 1一般        23病院
     (10-62572 ) 病院 大阪市西淀川区大野二丁目１番３常　勤:   12取病院　理事長　横松 組織変更 療養        60現存
     ２号 (医       7)　秀明 平28. 7. 1内   外   消  
     (歯       5) 整外 皮   心内
     非常勤:   17 リハ 歯   歯外
     (医      14) 小歯 矯歯 ひ  
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154110-02580 一般財団法人淀川勤労〒555-0032 06-6473-1864一般財団法人　淀川勤山口　利之 平 7. 9. 1内   小   呼  診療所
     者厚生協会　附属千北大阪市西淀川区大和田五丁目５番常　勤:    1労者厚生協会　理事長 移転 外   整外 放  現存
     診療所 ３号 (医       1)　澤田　佳宏 平28. 9. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154210-02598 藤森医院 〒555-0024 06-6475-8611藤森　弘 藤森　弘 平 7.11. 1内   小   呼  診療所
     大阪市西淀川区野里一丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平28.11. 1
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 154310-02655 相井医院 〒555-0024 06-6471-2105相井　武 相井　武 平 8.12. 1小   内   診療所
     大阪市西淀川区野里二丁目１８番常　勤:    1 継承 現存
     ８号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154410-02663 医療法人　福田診療所〒555-0021 06-6471-3200医療法人　福田診療所福田　弥一郎 平 9. 1. 1小   内   診療所
     大阪市西淀川区歌島一丁目１１番常　勤:    1　理事長　福田　弥一 組織変更 現存
     ３号 (医       1)郎 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154510-02721 一般財団法人淀川勤労〒555-0033 06-6473-5151一般財団法人淀川勤労澤田　佳宏 平10. 5. 1内   小   整外診療所
     者厚生協会　附属姫島大阪市西淀川区姫島二丁目１３番常　勤:    1者厚生協会　理事長　 移転 リハ 現存
     診療所 ２０号 (医       1)澤田　佳宏 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154610-02739 辻耳鼻咽喉科医院 〒555-0023 06-6471-2418辻　善弘 辻　善弘 平10. 5. 1耳い 診療所
     大阪市西淀川区花川二丁目２１番常　勤:    1 移転 現存
     １９号ロイヤルユタカ１０１号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154710-02754 医療法人　福井整形外〒555-0012 06-6471-0080医療法人福井整形外科福井　康二 平11. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 大阪市西淀川区御幣島二丁目５番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   皮   現存
     ２８号 (医       1)福井　康二 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154810-02804 医療法人悠久会　宮崎〒555-0024 06-6473-0072医療法人　悠久会　理澤田　祐介 平11. 7. 1内   外   整外診療所
     クリニック 大阪市西淀川区野里一丁目１番８常　勤:    1事長　西條　雅康 組織変更 麻   リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154910-02838 こたけクリニック 〒555-0022 06-4808-5518小竹　親夫 小竹　親夫 平12. 5. 1内   循   皮  診療所
     大阪市西淀川区柏里二丁目３番２常　勤:    2 新規 現存
     ０号大西ビル２０１号 (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155010-02853 医療法人松仁会　大和〒555-0032 06-6473-0212医療法人　松仁会　理野々村　明彦 平12. 9. 1内   外   皮  診療所
     田診療所 大阪市西淀川区大和田六丁目１３常　勤:    1事長　松井　侯乃輔 新規 現存
     番４８号 (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 155110-02861 医療法人辰巳会　たつ〒555-0001 06-6477-2811医療法人辰巳会　理事辰己　一郎 平13. 1. 1整外 外   リハ診療所
     み整形外科 大阪市西淀川区佃三丁目１９番９常　勤:    1長　辰己　一郎 組織変更 現存
     ９号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155210-02911 医療法人　静風会　杉〒555-0034 06-6473-0117医療法人　静風会　理芳井　秀明 平14. 1. 1内   小   外  診療所
     浦福町診療所 大阪市西淀川区福町二丁目８番７常　勤:    1事長　芳井　秀明 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155310-02945 山中医院 〒555-0021 06-4808-2558山中　邦裕 山中　邦裕 平14. 7. 1胃   内   こう診療所
     大阪市西淀川区歌島一丁目３番６常　勤:    1 新規 外   ひ   現存
     号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155410-02960 医療法人晃晴会　もり〒555-0022 06-6471-0270医療法人晃晴会　理事森野　以知朗 平14. 7. 1眼   診療所
     の眼科診療所 大阪市西淀川区柏里二丁目８番１常　勤:    1長　森野　以知朗 組織変更 現存
     ４号 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155510-02978 一般財団法人淀川勤労〒555-0024 06-4808-8151一般財団法人淀川勤労大野　啓文 平14.10. 1内   神内 呼  診療所
     者厚生協会　附属のざ大阪市西淀川区野里三丁目５番３常　勤:    1者厚生協会　理事長　 移転 消   アレ 循  現存
     と診療所 ４号 (医       1)澤田　佳宏 平26.10. 1小   外   整外
     非常勤:   41 皮   ひ   こう
     (医      41) 婦   心内 リハ
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155610-02986 医療法人　やまさき皮〒555-0025 06-6472-8231医療法人やまさき皮フ山﨑　博樹 平15. 1. 1皮   アレ 診療所
     フ科 大阪市西淀川区姫里三丁目１３番常　勤:    1科　理事長　山﨑　博 組織変更 現存
     ４６号 (医       1)樹 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155710-03000 医療法人博悠会　なと〒555-0043 06-4808-2287医療法人博悠会　理事名取　博之 平16. 2. 1内   婦   診療所
     りクリニック 大阪市西淀川区大野二丁目１番２常　勤:    1長　横松　秀明 新規 現存
     ９号 (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155810-03018 医療法人晃晴会　もり〒555-0001 06-6471-4756医療法人晃晴会　理事森野　潤子 平16. 6. 1眼   診療所
     の眼科分院 大阪市西淀川区佃三丁目６番１３常　勤:    1長　森野　以知朗 新規 現存
     号エトワール千舟１０１号室 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 155910-03026 医療法人全人会　谷本〒555-0033 06-6471-3851医療法人全人会　理事谷本　眞澄 平16. 5. 1内   皮   診療所
     大島橋診療所 大阪市西淀川区姫島五丁目１１番常　勤:    2長　谷本　眞澄 移転 現存
     ２７号 (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156010-03042 中岡クリニック 〒555-0032 06-4808-3333中岡　大樹 中岡　大樹 平16. 7. 1内   診療所
     大阪市西淀川区大和田四丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号カサグランデ甚田１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156110-03067 医療法人　近藤産婦人〒555-0022 06-6471-2103医療法人近藤産婦人科近藤　良介 平16. 7. 1一般         5診療所
     科 大阪市西淀川区柏里二丁目２番１常　勤:    1　理事長　近藤　良介 組織変更 産婦 内   現存
     ２号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156210-03083 あかぎ小児科 〒555-0013 06-6474-0505赤木　秀一郎 赤木　秀一郎 平17. 6. 1小   アレ 診療所
     大阪市西淀川区千舟二丁目８番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号信栄千舟ビル１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156310-03091 医療法人　康和会　苗〒555-0025 06-6471-0015医療法人　康和会　理苗加　康男 平17. 8. 1療養        60病院
     加病院 大阪市西淀川区姫里二丁目１７番常　勤:    2事長　苗加　康男 組織変更 整外 内   リハ現存
     ２１号 (医       2) 平29. 8. 1ひ   皮   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156410-03109 医療法人　歌島上田ク〒555-0012 06-6471-1000医療法人歌島上田クリ上田　純也 平18. 1. 1内   小   整外診療所
     リニック 大阪市西淀川区御幣島一丁目４番常　勤:    3ニック　理事長　上田 組織変更 皮   外   放  現存
     ９号 (医       3)　純也 平30. 1. 1精   神内 消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156510-03133 山田クリニック 〒555-0033 06-4808-8817山田　和生 山田　和生 平18. 7. 1内   循   呼  診療所
     大阪市西淀川区姫島五丁目１番２常　勤:    1 新規 アレ リハ 現存
     ０号星山ビル１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156610-03141 吉冨医院 〒555-0032 06-6472-2988吉冨　隆二 吉冨　隆二 平18. 8.16内   皮   診療所
     大阪市西淀川区大和田四丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     １０号 (医       1) 平24. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156710-03158 塚本耳鼻咽喉科 〒555-0013 06-6474-9000塚本　康広 塚本　康広 平18.11. 1耳い アレ 診療所
     大阪市西淀川区千舟二丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     ２号パッサージュⅡ　１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156810-03166 くぼたクリニック 〒555-0001 06-6477-5858窪田　好史 窪田　好史 平18.11. 1内   呼   循  診療所
     大阪市西淀川区佃三丁目２番２９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
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 156910-03174 金井クリニック 〒555-0031 06-6476-5055金井　俊雄 金井　俊雄 平19. 5. 1内   消   こう診療所
     大阪市西淀川区出来島二丁目５番常　勤:    1 新規 外   リハ 麻  現存
     １３号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157010-03182 杉島クリニック 〒555-0022 06-4808-3380杉島　忠志 杉島　忠志 平19. 4. 1内   消   外  診療所
     大阪市西淀川区柏里二丁目４番６常　勤:    1 移転 皮   リハ 精  現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157110-03190 よしひこクリニック耳〒555-0021 06-6477-6668薩摩　好彦 薩摩　好彦 平20. 2. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科 大阪市西淀川区歌島二丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157210-03208 名越医院 〒555-0024 06-6471-9579名越　淳介 名越　淳介 平20. 1. 1内   外   小  診療所
     大阪市西淀川区野里二丁目４番２常　勤:    2 継承 消   こう 放  現存
     ９号 (医       2) 平26. 1. 1　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157310-03216 たかやま整形外科 〒555-0025 06-6477-1177高山　正文 高山　正文 平20. 6. 1整外 リハ 診療所
     大阪市西淀川区姫里一丁目１４番常　勤:    2 新規 現存
     １号 (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157410-03232 社会医療法人愛仁会　〒555-0001 06-6471-9549社会医療法人愛仁会　金　鐘一 平21. 4. 1内   診療所
     千船病院附属千船クリ大阪市西淀川区佃三丁目１番１１常　勤:    2理事長　内藤　嘉之 新規 現存
     ニック 号 (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157510-03257 辻診療所 〒555-0025 06-6472-5550辻　勝成 辻　勝成 平22. 4. 1内   外   診療所
     大阪市西淀川区姫里二丁目１番２常　勤:    2 継承 現存
     ２号 (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157610-03273 医療法人　森川医院 〒555-0033 06-6471-5258医療法人　森川医院　森川　司朗 平22. 8. 1内   胃   外  診療所
     大阪市西淀川区姫島一丁目２２番常　勤:    1理事長　森川　司朗 移転 こう 現存
     ７号 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157710-03281 じくはら医院 〒555-0001 06-6472-4407竺原　俊光 竺原　俊光 平22. 8. 1内   小   循  診療所
     大阪市西淀川区佃三丁目７番３２常　勤:    1 継承 消   現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 157810-03299 医療法人　加島クリニ〒555-0012 06-6475-8601医療法人　加島クリニ加島　和俊 平23. 1. 1内   消   呼  診療所
     ック 大阪市西淀川区御幣島三丁目３番常　勤:    1ック　理事長　加島　 組織変更 循   アレ 現存
     ３号グランドール・サンパティオ(医       1)和俊 平29. 1. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157910-03307 医療法人愛祥会　愛記〒555-0022 06-6475-0001医療法人愛祥会　理事前林　尚 平23. 2. 1一般 病院
     念病院 大阪市西淀川区柏里一丁目１４番常　勤:    3長　前林　尚 組織変更     一般   132現存
     １３号 (医       3) 平29. 2. 1内   循   外  
     非常勤:   63 整外 リハ 放  
     (医      63)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158010-03315 医療法人社団　太隆会〒555-0022 06-6473-1118医療法人社団　太隆会田村　隆典 平23. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     　たむら整形外科 大阪市西淀川区柏里３丁目３番６常　勤:    1　理事長　田村　隆典 組織変更 外   現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158110-03323 医療法人　ももだ耳鼻〒555-0024 06-6477-3387医療法人ももだ耳鼻咽桃田　栄藏 平24. 3. 1耳い 診療所
     咽喉科 大阪市西淀川区野里一丁目２０番常　勤:    1喉科　理事長　桃田　 移転 現存
     ２１号 (医       1)栄藏 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158210-03349 おおかわ眼科クリニッ〒555-0021 06-6474-0028大川　亜椰 大川　亜椰 平25.12. 1眼   診療所
     ク 大阪市西淀川区歌島２丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158310-03364 青木クリニック 〒555-0031 06-6476-7177青木　大 青木　大 平26. 2. 1ひ   外   診療所
     大阪市西淀川区出来島１－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158410-03372 リバーサイド診療所 〒555-0034 06-6473-2177橋本　佳代 橋本　佳代 平27. 3. 1内   整外 リハ診療所
     大阪市西淀川区福町２丁目１１番常　勤:    1 新規 精   現存
     ５号 (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158510-03380 医療法人　田井内科ク〒555-0001 06-6195-1636医療法人田井内科クリ田井　茂 平27. 7. 1内   循   消  診療所
     リニック 大阪市西淀川区佃三丁目１９番１常　勤:    1ニック　理事長　田井 組織変更 現存
     １号ルネッサンスクレージュ１階(医       1)　茂 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158610-03398 医療法人　杉山診療所〒555-0021 06-6473-3927医療法人杉山診療所　杉山　博通 平27.11. 1精   心内 内  診療所
     大阪市西淀川区歌島１丁目２－５常　勤:    1理事長　杉山　博通 移転 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158710-03406 小林診療所 〒555-0033 06-6472-0212小林　秀彦 小林　秀彦 平28. 1. 1内   循   皮  診療所
     大阪市西淀川区姫島５－１０－２常　勤:    2 継承 ひ   現存
     ９ (医       2) 平28. 1. 1
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 158810-03414 医療法人　大英診療所〒555-0021 06-6474-0361医療法人大英診療所　宋　桂子 平29. 3. 1内   胃   外  診療所
     大阪市西淀川区歌島二丁目３番２常　勤:    2理事長　宋　桂子 組織変更 現存
     号 (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158910-03422 社会医療法人愛仁会　〒555-0034 06-6471-9541社会医療法人愛仁会　吉井　勝彦 平29. 7. 1一般 病院
     千船病院 大阪市西淀川区福町三丁目２番３常　勤:  112理事長　内藤　嘉之 移転     一般   292現存
     ９号 (医     112) 平29. 7. 1内   呼内 循  
     非常勤:   56 消   外   整外
     (医      56) 脳外 小   皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     病理 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159010-03430 医療法人　はぶ眼科 〒555-0013 06-6195-2228医療法人はぶ眼科　理土生　悦子 平30. 3. 1眼   診療所
     大阪市西淀川区千舟二丁目１５番常　勤:    1事長　土生　悦子 組織変更 現存
     ２８号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159111-00640 社会福祉法人寺田萬寿〒596-0078 072-422-4466社会福祉法人　寺田萬松川　直道 昭32.10. 1一般        47病院
     会　寺田萬寿病院 岸和田市南上町一丁目４８番５号常　勤:   10寿会　理事長　松川　 新規 療養       203現存
     (医      10)直道 平29.10. 1内   外   整外
     非常勤:   35 脳外 麻   皮  
     (医      35) 眼   リハ 消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159211-00699 玉井医院 〒596-0057 玉井　治良吉 玉井　治良吉 昭32.10. 1産   診療所
     岸和田市筋海町１５ 新規 現存
     平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159311-01051 医療法人亀井会　亀井〒596-0821 0724-45-0222医療法人　亀井会　理亀井　朝広 昭38. 3. 1療養        60病院
     病院 岸和田市小松里町９６６番地 常　勤:    3事長　亀井　朝広 組織変更 外   内   現存
     (医       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159411-01119 医療法人利田会　久米〒596-0816 0724-45-3545医療法人利田会　理事利田　泰之 昭40. 1. 1精神       494病院
     田病院 岸和田市尾生町６丁目１２－３１常　勤:    8長　利田　泰之 組織変更 精   神   内  現存
     (医       8) 平28. 1. 1
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 159511-01143 医療法人聖志会　渡辺〒596-0825 072-426-3456医療法人聖志会　理事渡邊　浩年 昭40. 6. 1療養       100病院
     (11-61143 ) 病院 岸和田市土生町７７番地 常　勤:    9長　渡辺　浩年 新規 精神       336現存
     (医       8) 平28. 6. 1精   内   皮  
     (薬       1) ひ   眼   心内
     非常勤:   15 リハ 歯   
     (医      13)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159611-01762 久田内科医院 〒596-0004 0724-43-5873久田　昇一 久田　昇一 昭51. 1. 1内   小   放  診療所
     岸和田市荒木町二丁目１８番４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159711-01846 医療法人梶川会　梶川〒596-0054 0724-22-0266医療法人　梶川会　理梶川　宏造 昭51. 6. 1耳い 診療所
     クリニック 岸和田市宮本町４０番５号 常　勤:    2事長　梶川　泰 新規 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159811-01929 社会福祉法人寺田萬寿〒596-0816 0724-45-0749社会福祉法人寺田萬寿浦川　新 昭52.12. 1内   婦   診療所
     会　特別養護老人ホー岸和田市尾生町８０８番地 常　勤:    1会　理事長　松川　直 新規 現存
     ム萬寿園診療所 (医       1)道 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159911-01978 小山皮膚科 〒596-0006 0724-36-1146小山　基子 小山　基子 昭53. 7. 1皮   診療所
     岸和田市春木若松町７番３８号川常　勤:    1 新規 現存
     浦ビル１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160011-02018 毛利医院 〒596-0045 0724-37-1058毛利　俊彦 毛利　俊彦 昭54. 4. 1内   診療所
     岸和田市別所町三丁目１０番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160111-02026 社会福祉法人　正豊会〒596-0104 0724-79-1885社会福祉法人　正豊会龍　尭志 昭54. 6. 1内   診療所
     　千亀利荘診療所 岸和田市積川町３５８番地 常　勤:    1　理事長　安枝　基之 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160211-02042 特別養護老人ホーム　〒596-0103 0724(79)1515社会福祉法人大恵会　梶本　 義 昭54.10. 1内   診療所
     いなば荘診療所 岸和田市稲葉町１０６６ 常　勤:    2理事長　大島　忠明 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160311-02190 中筋内科医院 〒596-0078 0724-32-3092中筋　吉孝 中筋　吉孝 昭56. 9. 1内   小   皮  診療所
     岸和田市南上町二丁目４番１号 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
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 160411-02240 山口医院 〒596-0105 0724-79-0026山口　英之 山口　英之 昭57. 4. 1内   小   外  診療所
     岸和田市内畑町９３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160511-02349 岩崎眼科医院 〒596-0056 0724-22-0016岩崎　弘一 岩崎　弘一 昭59. 3. 1眼   診療所
     岸和田市北町６番７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160611-02422 毛利医院 〒596-0074 0724(31)1716毛利　髙二 毛利　髙二 昭60. 3. 1内   小   皮  診療所
     岸和田市本町８番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160711-02430 社会福祉法人　光生会〒596-0815 0724(43)0111社会福祉法人　光生会八木　正晴 昭60. 5. 1内   外   整外診療所
     (11-62430 ) 診療所 岸和田市三ケ山町２１４－４ 常　勤:    1　理事長　川口　光國 新規 精   歯   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       4)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160811-02521 医療法人　阪南会　天〒596-0026 072-436-2233医療法人　阪南会　理胡桃　良章 昭63. 2. 1療養        99病院
     の川病院 岸和田市春木大国町８－４ 常　勤:    4事長　柿原　宏 組織変更 内   循   リハ現存
     (医       4) 平30. 2. 1内科、循環器内
     非常勤:    9 科
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160911-02562 木村クリニック 〒596-0053 0724-38-3531木村　裕充 木村　裕充 昭63. 6. 1内   外   リハ診療所
     岸和田市沼町２８番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161011-02612 木野雅夫整形外科 〒596-0825 0724-22-1139木野　雅夫 木野　雅夫 昭63.11. 1整外 リハ 放  診療所
     岸和田市土生町二丁目１１番２７常　勤:    1 新規 現存
     号岸和田クリニックスクエアー内(医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161111-02638 医療法人　大植医院 〒596-0812 0724-45-2662医療法人大植医院　理大植　鉄也 昭64. 1. 1内   小   診療所
     岸和田市大町三丁目３番４号 常　勤:    1事長　大植　鉄也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161211-02646 医療法人熊野会　浜崎〒596-0002 0724-45-3613医療法人熊野会　理事濱崎　浩之 昭64. 1. 1内   小   放  診療所
     医院 岸和田市吉井町三丁目１４番２２常　勤:    1長　濱﨑　浩之 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
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 161311-02661 医療法人　大上内科小〒596-0053 0724-22-2608医療法人大上内科小児大上　吉成 昭44. 3. 1内   胃   小  診療所
     児科 岸和田市沼町１８番１１号 常　勤:    2科　理事長　大上　吉 新規 放   現存
     (医       2)成 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161411-02687 医療法人　坂本内科小〒596-0825 0724-26-3056医療法人坂本内科小児坂本　干城 昭53.12. 1内   小   診療所
     児科医院 岸和田市土生町１５１０番地の２常　勤:    1科医院　理事長　坂本 新規 現存
     ０ (医       1)　干城 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161511-02695 医療法人　坂東眼科 〒596-0006 0724-38-6054医療法人坂東眼科　理坂東　桂子 昭56. 4. 1眼   診療所
     岸和田市春木若松町７番３８号 常　勤:    1事長　坂東　桂子 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161611-02737 医療法人　矢倉整形外〒596-0821 0724-44-1120医療法人矢倉整形外科矢倉　久義 平 2. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     科クリニック 岸和田市小松里町２１３６番地 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)矢倉　久義 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161711-02935 西村内科 〒596-0003 0724-43-8030西村　進 西村　進 平 4. 4. 1内   リハ 放  診療所
     岸和田市中井町二丁目４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161811-02950 医療法人　大賀医院 〒596-0073 0724(32)1717医療法人大賀医院　理大賀　征夫 平 4. 7. 1一般    診療所
     岸和田市岸城町１１番４５号 常　勤:    2事長　大賀　祐造 組織変更 精   心内 産  現存
     (医       2) 平28. 7. 1婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161911-03008 医療法人良秀会　藤井〒596-0044 0724-36-2201医療法人　良秀会　理脇田　重明 平 5. 4. 1一般        95病院
     病院 岸和田市西之内町３番１号 常　勤:    8事長　藤井　良幸 移転 療養        27現存
     (医       8) 平29. 4. 1内   循   消  
     非常勤:   14 心内 外   整外
     (医      14) 脳外 ひ   放  
     皮   リハ 
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162011-03065 遠藤医院 〒596-0045 0724-22-0386遠藤　省三 遠藤　省三 平 6. 1. 1内   消   外  診療所
     岸和田市別所町一丁目１７番２２常　勤:    1 新規 整外 こう 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 162111-03073 医療法人　谷口内科 〒596-0056 072-436-2123医療法人谷口内科　理谷口　勝 平 6. 1. 1内   診療所
     岸和田市北町１５番２７号 常　勤:    1事長　谷口　勝 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162211-03081 医療法人　畑田医院 〒596-0822 072-443-8008医療法人畑田医院　理畑田　率達 平 6. 1. 1外   内   胃  診療所
     岸和田市額原町１０５１番地 常　勤:    1事長　畑田　率達 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162311-03099 社会医療法人慈薫会　〒596-0835 072-428-0781社会医療法人慈薫会　藤原　喜代子 平 6. 3. 1内   外   整外診療所
     緑ケ丘クリニック 岸和田市流木町６６８－１ 常　勤:    1理事長　河﨑　茂子 新規 精   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162411-03115 神於山園診療所 〒596-0816 0724-27-1165社会福祉法人皆誠会　中道　登 平 6. 6. 1内   診療所
     岸和田市尾生町３１９２－２ 常　勤:    1理事長　皆見　量政 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162511-03123 中井耳鼻咽喉科医院 〒596-0053 072-431-3387中井　義尚 中井　義尚 平 6. 5. 6耳い アレ 診療所
     岸和田市沼町１－２９ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162611-03149 医療法人白卯会　白井〒596-0812 0724(45)0307医療法人　白卯会　理 岡　新吾 平 6. 8. 1内   小   診療所
     医院 岸和田市大町４３６番地 常　勤:    1事長　白井　誠一 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162711-03198 岸和田クリニック 〒596-0826 0724-37-2861医療法人健翔会　理事山﨑　勝彦 平 7. 1. 1内   心内 精  診療所
     岸和田市作才町１０９８番地 常　勤:    1長　山﨑　勝彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162811-03214 医療法人　楠部眼科医〒596-0076 0724-22-0816医療法人楠部眼科医院楠部　享 平 6.12. 1眼   診療所
     院 岸和田市野田町一丁目７番１５号常　勤:    2　理事長　楠部　亨 移転 現存
     (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162911-03230 津田診療所 〒596-0042 0724-39-6171津田　信幸 津田　信幸 平 7. 1.22内   外   胃  診療所
     岸和田市加守町二丁目７番５号 常　勤:    1 継承 脳外 現存
     (医       1) 平28. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163011-03255 社会福祉法人　和秀会〒596-0046 0724-36-5100社会福祉法人　和秀会塩田　敦 平 7. 4. 1内   外   循  診療所
     診療所 岸和田市藤井町二丁目１３番１３常　勤:    3　理事長　藪　秀則 新規 現存
     号 (医       3) 平28. 4. 1
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 163111-03263 にった内科医院 〒596-0053 0724-22-2483新田　増雄 新田　増雄 平 7. 5. 1内   診療所
     岸和田市沼町２０番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163211-03321 医療法人　街クリニッ〒596-0805 0724-41-3468医療法人街クリニック街　保敏 平 8. 1. 1外   整外 内  診療所
     ク 岸和田市田治米町４５８番地の４常　勤:    1　理事長　街　保敏 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163311-03347 医療法人ひとみ会　山〒596-0825 072-436-3871医療法人ひとみ会山本山本　起義 平 8. 3. 7眼   診療所
     本眼科医院 岸和田市土生町二丁目１１番４３常　勤:    1眼科医院　理事長　山 移転 現存
     号 (医       1)本　起義 平29. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163411-03404 中村皮膚科 〒596-0076 0724-33-4112中村　義朗 中村　義朗 平 9. 2. 1皮   診療所
     岸和田市野田町一丁目１２番９号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163511-03412 杉原医院 〒596-0042 0724-22-2324杉原　逸朗 杉原　逸朗 平 9. 4. 2内   消   リハ診療所
     岸和田市加守町三丁目６番１２号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163611-03438 社会福祉法人　光生会〒596-0815 0724-43-0678社会福祉法人　光生会黒川　雅博 平 9. 7. 1内   外   整外診療所
     　光が丘診療所 岸和田市三ケ山町３７９番地 常　勤:    2　理事長　川口　光國 新規 耳い 精   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163711-03461 医療法人昌生会　横田〒596-0821 0724-41-3387医療法人昌生会　理事横田　昌也 平 9. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 岸和田市小松里町９８５番地３号常　勤:    1長　横田　昌也 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163811-03495 医療法人　林眼科医院〒596-0053 0724-22-0802医療法人林眼科医院　林　理 平 9.12. 1眼   診療所
     岸和田市沼町１８番１号川長ビル常　勤:    2理事長　林　理 移転 現存
     １階２号室 (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163911-03529 中嶋整形外科 〒596-0825 0724-28-1333中嶋　 登 中嶋　 登 平10. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     岸和田市土生町４丁目５番６号 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164011-03537 山直ホーム診療所 〒596-0102 0724-41-1343社会福祉法人いずみ野栢木　善朗 平10. 4. 1内   診療所
     岸和田市山直中町８４０番地 常　勤:    1福祉会　理事長　板原 新規 現存
     (医       1)　克介 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 164111-03552 浦川産婦人科 〒596-0821 0724-45-0525浦川　信司 浦川　信司 平10. 8. 1一般         8診療所
     岸和田市小松里町４６１番地の９常　勤:    2 継承 産   小   内  現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164211-03560 医療法人吉栄会　吉川〒596-0813 0724-45-3721医療法人　吉栄会　理今西　幸仁 平10. 8. 1療養        55病院
     病院 岸和田市池尻町９８番地 常　勤:    3事長　今西　幸仁 組織変更 内   外   整外現存
     (医       3) 平28. 8. 1脳外 小   放  
     非常勤:    7 リハ 
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164311-03594 武村内科 〒596-0802 0724-40-3210武村　 爾 武村　 爾 平11. 1. 1内   消   循  診療所
     岸和田市西大路町１５９番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164411-03602 医療法人　河村小児科〒596-0814 0724-41-1199医療法人　河村小児科河村　英治 平11. 1. 1小   皮   診療所
     皮膚科 岸和田市岡山町３６番地の１ 常　勤:    1皮膚科　理事長　河村 組織変更 現存
     (医       1)　英治 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164511-03651 渡辺医院 〒596-0041 0724-22-7800渡 　文督 渡 　文督 平11. 6. 1内   循   診療所
     岸和田市下野町四丁目９番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164611-03693 うしだクリニック 〒596-0067 0724-22-1971牛田　伸二 牛田　伸二 平11. 8. 1内   外   皮  診療所
     岸和田市南町２０番２０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164711-03727 医療法人　くれクリニ〒596-0004 072-444-9014医療法人　くれクリニ久禮　三子雄 平12. 1. 1消   内   外  診療所
     ック 岸和田市荒木町一丁目８番８号 常　勤:    1ック　理事長　久禮　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)三子雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164811-03735 医療法人　出水クリニ〒596-0046 072-437-5811医療法人　出水クリニ出水　明 平12. 1. 1内   呼   診療所
     ック 岸和田市藤井町一丁目１２番５号常　勤:    1ック　理事長　出水　 組織変更 現存
     エアリーズ上野１階 (医       1)明 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164911-03750 医療法人　晋救館　和〒596-0808 072-445-3232医療法人　晋救館　理蘭　広太郎 平12. 2. 1療養        60病院
     田病院 岸和田市三田町９４４番地１ 常　勤:    3事長　和田　希美 組織変更 内   循   リハ現存
     (医       3) 平30. 2. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 165011-03768 医療法人　坂根病院 〒596-0823 072-428-2037医療法人　坂根病院　 　龍大 平12. 2. 1精神       150病院
     岸和田市下松町１３４４番地の３常　勤:    5理事長　 　龍大 組織変更 精   神   内  現存
     (医       5) 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165111-03826 医療法人宝山会　小南〒596-0825 0724-26-7333医療法人　宝山会　理郷　誠吾 平12. 9. 1一般        32病院
     記念病院 岸和田市土生町五丁目１１番１６常　勤:    1事長　小南　香惠子 新規 療養       120現存
     号 (医       1) 平24. 9. 1内   外   整外
     非常勤:   12 放   リハ 
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165211-03842 井上医院 〒596-0053 0724-22-2405井上　文雄 井上　文雄 平12. 9.30皮   診療所
     岸和田市沼町５番１４号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165311-03875 別所医院 〒596-0054 0724-22-0397別所　啓司 別所　啓司 平13. 2. 1内   小   外  診療所
     岸和田市宮本町２９番２３号 常　勤:    1 移転 こう 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165411-03925 医療法人　中野皮フ科〒596-0825 0724-36-1888医療法人　中野皮フ科中野　朝益 平13. 5. 7皮   診療所
     岸和田市土生町二丁目１１番１６常　勤:    1　理事長　中野　朝益 移転 現存
     号 (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165511-03966 医療法人　深谷医院 〒596-0821 0724-40-1501医療法人　深谷医院　深谷　俊郎 平14. 1. 1ひ   内   診療所
     岸和田市小松里町２１０８番地 常　勤:    1理事長　深谷　俊郎 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165611-03974 医療法人　岩﨑眼科く〒596-0821 0724-44-4955医療法人　岩﨑眼科く岩﨑　義弘 平14. 1. 1眼   診療所
     めだ 岸和田市小松里町４６１番地の１常　勤:    1めだ　理事長　岩﨑　 組織変更 現存
     １ (医       1)義弘 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165711-04022 医療法人久生会　くめ〒596-0001 0724-30-0085医療法人久生会　理事久米川　好美 平14. 7. 1内   皮   リハ診療所
     がわ医院 岸和田市磯上町三丁目１３番５号常　勤:    1長　久米川　好美 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   183 頁

 165811-04048 医療法人徳洲会　岸和〒596-0042 0724-45-9915医療法人徳洲会　理事東上　震一 平14.10. 1一般       341病院
     (11-64048 ) 田徳洲会病院 岸和田市加守町四丁目２７番１号常　勤:  113長　鈴木　隆夫 移転 内   心内 神内現存
     (医     109) 平26.10. 1呼内 消   循  
     (歯       4) 小   麻   外  
     非常勤:  108 整外 形外 脳外
     (医     103) 心外 救命 歯  
     (歯       5) 歯外 眼   皮  
     ひ   産婦 放  
     耳い リハ 病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165911-04055 はら耳鼻咽喉科 〒596-0841 0724-20-1187原　一彦 原　一彦 平14.12. 1耳い 診療所
     岸和田市八田町３８０番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166011-04071 医療法人仁睦会　岡森〒596-0825 0724-39-3000医療法人仁睦会　理事岡森　仁昭 平15. 1. 1内   消   リハ診療所
     医院 岸和田市土生町二丁目３０番１６常　勤:    1長　岡森　仁昭 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166111-04097 谷川レディースクリニ〒596-0032 0724-22-0626谷川　泉 谷川　泉 平15. 1. 1婦   内   診療所
     ック 岸和田市春木元町１番１１号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166211-04105 高松診療所 〒596-0023 0724-22-0776髙松　正剛 髙松　正剛 平15. 2. 1内   消   小  診療所
     岸和田市八幡町１６番１号 常　勤:    1 継承 内科、消化器内現存
     (医       1) 平27. 2. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166311-04121 川植耳鼻咽喉科 〒596-0046 0724-41-0303川植　朗史 川植　朗史 平15. 5. 1耳い 診療所
     岸和田市藤井町一丁目１５番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166411-04154 久米田外科整形外科病〒596-0821 0724-43-1891医療法人社団柴田会　柴田　和弥 平15. 4. 1療養        60病院
     院 岸和田市小松里町９２８番地の１常　勤:    3理事長　柴田　和弥 組織変更 外   整外 内  現存
     (医       3) 平27. 4. 1胃   リハ リウ
     非常勤:    9 麻   放   
     (医       9) 胃腸内科、内科
     、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166511-04170 医療法人　にしだＪク〒596-0044 0724-48-6644医療法人にしだＪクリ西田　純子 平15. 7. 1麻   内   リハ診療所
     リニック 岸和田市西之内町３９番４４号 常　勤:    1ニック　理事長　西田 組織変更 現存
     (医       1)　純子 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 166611-04188 医療法人笠原会　笠原〒596-0006 0724-38-6075医療法人笠原会　理事笠原　春生 平15. 7. 1内   整外 診療所
     クリニック 岸和田市春木若松町１６番１６号常　勤:    2長　笠原　春生 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166711-04196 吉永平林医院 〒596-0113 0724-46-0023平林　朋子 平林　朋子 平15. 7. 1内   整外 診療所
     岸和田市河合町１８０７－４ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166811-04220 エリウ医院 〒596-0045 0724-22-2616江 　直明 江 　直明 平16. 1. 1小   内   診療所
     岸和田市別所町二丁目２０番２１常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166911-04246 医療法人　林眼科医院〒596-0053 0724-22-0872医療法人林眼科医院　林　幸子 平16. 5. 1眼   診療所
     分院 岸和田市沼町１９番１号 常　勤:    1理事長　林　理 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167011-04279 いけうちクリニック 〒596-0005 0724-48-5025池内　慶公 池内　慶公 平16. 8. 1心内 神   精  診療所
     岸和田市春木旭町８番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167111-04345 医療法人　関内科クリ〒596-0823 0724-20-0610医療法人関内科クリニ關　博臣 平17. 1. 1内   リハ 診療所
     ニック 岸和田市下松町９０８番地の３下常　勤:    1ック　理事長　関　博 組織変更 現存
     松メディカルビル１階 (医       1)臣 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167211-04352 医療法人　うらたクリ〒596-0052 0724-22-7052医療法人うらたクリニ浦田　尚巳 平17. 1. 1内   外   こう診療所
     ニック 岸和田市並松町４番８号 常　勤:    1ック　理事長　浦田　 組織変更 現存
     (医       1)尚巳 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167311-04360 稲垣診療所 〒596-0825 0724-38-6331稲垣　俊雄 稲垣　俊雄 平17. 1.31精   神内 診療所
     岸和田市土生町二丁目１９番７号常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167411-04394 医療法人　春山会　中〒596-0006 072-422-3777医療法人　春山会　理中山　堯之 平17. 4. 1耳い 気食 診療所
     山耳鼻咽喉科・気管食岸和田市春木若松町５番７号 常　勤:    2事長　中山　堯之 組織変更 現存
     道科 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 167511-04428 阪南医療生協診療所 〒596-0004 072-441-8881大阪みなみ医療福祉生眞鍋　穰 平17. 8. 1内   小   診療所
     岸和田市荒木町二丁目２番１８号常　勤:    1活協同組合　理事長　 移転 現存
     (医       1)苅谷　幹雄 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167611-04436 いそかわこころのクリ〒596-0044 0724-29-1556礒川　亮 礒川　亮 平17.10. 1精   心内 診療所
     ニック 岸和田市西之内町２番１号　バン常　勤:    1 新規 現存
     ブーコート１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167711-04444 くめがわ医院　中井町〒596-0003 072-444-0200久米川　雅之 久米川　雅之 平17.10. 1麻   整外 リハ診療所
     診療所 岸和田市中井町三丁目１８番２０常　勤:    1 新規 内   現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167811-04451 おおまちこどもクリニ〒596-0812 0724-43-2030 端　健司 端　健司 平17.11. 1小   診療所
     ック 岸和田市大町三丁目１５番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167911-04469 医療法人　ひかり眼科〒596-0825 072-426-3636医療法人ひかり眼科　小南　雅也 平18. 1. 1眼   診療所
     岸和田市土生町五丁目１番３４号常　勤:    1理事長　小南　雅也 組織変更 現存
     プリマード東岸和田１０５号室 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168011-04477 医療法人　ふれ愛の杜〒596-0801 072-448-7701医療法人　ふれ愛の杜別所　偉光 平18. 2. 1療養        40病院
     　みどり病院 岸和田市箕土路町二丁目１２番３常　勤:    2　理事長　別所　偉光 組織変更 内   リハ 現存
     ４号 (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168111-04485 川田クリニック 〒596-0076 0724-37-2711川田　晃 川田　晃 平18. 4. 1心内 精   診療所
     岸和田市野田町一丁目６番２７号常　勤:    1 新規 現存
     小山ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168211-04519 医療法人　橋間診療所〒596-0004 072-443-7172医療法人橋間診療所　橋間　誠 平18. 4.28整外 内   皮  診療所
     岸和田市荒木町一丁目１２番１号常　勤:    1理事長　橋間　誠 移転 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168311-04543 上原診療所 〒596-0807 072-444-4685上原　貞男 上原　貞男 平18. 8. 1脳外 内   リハ診療所
     岸和田市東ケ丘町８０８番地の４常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (医       1) 平24. 8. 1
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 168411-04550 とのもと眼科 〒596-0805 072-441-4113殿本　美奈子 殿本　美奈子 平18. 9. 1眼   診療所
     岸和田市田治米町３９４番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168511-04568 木村医院 〒596-0827 072-420-6010木村　佳代 木村　佳代 平18. 9. 1小   内   診療所
     岸和田市上松町４６３番地の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168611-04576 医療法人　池添医院 〒596-0045 0724-22-0841医療法人池添医院　理池添　逸夫 平19. 1. 1内   小   診療所
     岸和田市別所町一丁目１１番１０常　勤:    1事長　池添　逸夫 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168711-04584 医療法人　和田整形外〒596-0054 0724-37-3500医療法人　和田整形外和田　健志 平19. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科 岸和田市宮本町５番１号 常　勤:    1科　理事長　和田　健 組織変更 現存
     (医       1)志 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168811-04683 大澤内科 〒596-0048 072-422-7784大澤　雄彦 大澤　雄彦 平20. 2. 1内   小   皮  診療所
     岸和田市上野町西１１番２１号 常　勤:    2 継承 循   現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168911-04725 奥医院 〒596-0844 072-427-6280奥　憲一 奥　憲一 平20. 7. 1内   神内 小  診療所
     岸和田市土生滝町５２９－１ 常　勤:    1 移転 リハ 循   現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169011-04733 かめい内科診療所 〒596-0821 072-444-5333亀井　徹 亀井　徹 平20. 9. 1内   診療所
     岸和田市小松里町９７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169111-04758 宇野医院 〒596-0814 072-445-0326宇野　裕人 宇野　裕人 平20.10.18内   小   診療所
     岸和田市岡山町４７９番地の５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169211-04766 東岸和田クリニック 〒596-0825 072-426-3331竹本　雅彦 竹本　雅彦 平20.12. 1外   内   診療所
     岸和田市土生町４丁目４番５号マ常　勤:    1 移転 現存
     ンション新川１Ｆ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169311-04790 やぶき眼科 〒596-0006 072-437-7875矢葺　貴文 矢葺　貴文 平21. 4. 1眼   診療所
     岸和田市春木若松町２１番１号キ常　勤:    1 新規 現存
     スパ１階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 169411-04873 宮本医院 〒596-0823 072-438-1859宮本　治子 宮本　治子 平22. 5.27内   診療所
     岸和田市下松町５０８６番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169511-04881 医療法人　三明会　小〒596-0005 072-445-1313医療法人　三明会　理小阪　博 平22. 7. 1皮   診療所
     阪皮フ科クリニック 岸和田市春木旭町５番１７号 常　勤:    1事長　小阪　博 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169611-04899 みなみ耳鼻咽喉科クリ〒596-0825 072-428-3341南　裕 南　裕 平22.10. 1耳い 診療所
     ニック 岸和田市土生町四丁目３番１号リ常　勤:    1 新規 現存
     ハーブ東岸和田メディカルモール(医       1) 平28.10. 1
     ２０７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169711-04949 医療法人　けやき　け〒596-0811 072-445-8780医療法人　けやき　理長谷川　 文 平23. 1. 1内   リハ 放  診療所
     やきクリニック 岸和田市下池田町二丁目１０番３常　勤:    1事長　中尾　富裕美 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169811-04956 医療法人　Ｎクリニッ〒596-0045 072-432-4976医療法人　Ｎクリニッ中里　伸也 平23. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 岸和田市別所町三丁目１０番１０常　勤:    1ク　理事長　中里　伸 組織変更 現存
     号 (医       1)也 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169911-04998 なかで耳鼻咽喉科 〒596-0076 072-493-3392中出　多子 中出　多子 平23. 4. 1耳い 診療所
     岸和田市野田町一丁目３番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170011-05003 さかくら旭クリニック〒596-0825 072-493-1000阪倉　直樹 阪倉　直樹 平23. 4. 1ひ   内   外  診療所
     岸和田市土生町四丁目３番１号リ常　勤:    1 新規 現存
     ハーブ東岸和田メディカルモール(医       1) 平29. 4. 1
     ２０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170111-05011 医療法人双葉会　黒川〒596-0825 072-423-3741医療法人双葉会　理事黒川　雅博 平23. 5. 1耳い 形外 診療所
     耳鼻咽喉科・形成外科岸和田市土生町２丁目３２番３号常　勤:    1長　黒川　雅博 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170211-05029 森田クリニック 〒596-0054 072-432-3837森田　照男 森田　照男 平23. 7. 1ひ   内   診療所
     岸和田市宮本町２－２９ライフエ常　勤:    1 新規 現存
     イトビル１Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 170311-05045 医療法人　安田クリニ〒596-0825 072-430-0430医療法人　安田クリニ安田　雅章 平23. 6. 1内   小   リハ診療所
     ック 岸和田市土生町二丁目３１番３１常　勤:    1ック　理事長　安田　 移転 現存
     号ＭＡＳビル１０１号 (医       1)雅章 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170411-05052 医療法人みらい　喜多〒596-0043 072-448-5550医療法人みらい　理事喜多　薫 平23. 8. 1内   整外 診療所
     クリニック 岸和田市宮前町２４番８号 常　勤:    1長　喜多　薫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170511-05078 よねもと診療所 〒596-0823 072-468-8566米本　重夫 米本　重夫 平24. 2. 1精   心内 麻  診療所
     岸和田市下松町１丁目１０番９号常　勤:    1 新規 現存
     ポートライフマンション１階 (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170611-05086 医療法人　向彩会　杉〒596-0001 072-438-9905医療法人　向彩会　理杉原　功一 平24. 1. 1耳い 診療所
     原耳鼻咽喉科 岸和田市磯上町一丁目８番３号 常　勤:    1事長　杉原　功一 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170711-05094 医療法人徳洲会　岸和〒596-0001 072-438-8745医療法人徳洲会　理事仲本　剛 平24. 3. 1内   外   整外診療所
     田徳洲会クリニック 岸和田市磯上町４丁目２２番４０常　勤:    1長　鈴木　隆夫 移転 現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170811-05102 植村医院 〒596-0807 072-443-1338植村　彰夫 植村　彰夫 平24. 7. 1内   循   消  診療所
     岸和田市東ケ丘町８０８－４５ 常　勤:    2 移転 胃   小   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170911-05128 医療法人大植会　 城〒596-0825 072-422-9909医療法人大植会　理事中島　幹雄 平24.11. 1一般       243病院
     病院 岸和田市土生町二丁目３３番１号常　勤:   34長　大植　睦 移転 内   循   消  現存
     (医      34) 平24.11. 1外   心外 こう
     非常勤:   57 整外 脳外 形外
     (医      57) リウ 皮   ひ  
     眼   リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171011-05136 医療法人　旭医道会　〒596-0825 072-427-5868医療法人　旭医道会　小林　亨 平24.12. 1内   循   診療所
     ひとねクリニック 岸和田市土生町４丁目３番１号リ常　勤:    1理事長　中村　俊紀 組織変更 現存
     ハーブＢ１棟　２Ｆ２０５ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 171111-05151 にしざわ眼科 〒596-0825 072-433-2665西澤　仁志 西澤　仁志 平25. 6. 1眼   診療所
     岸和田市土生町２丁目３２番６号常　勤:    1 移転 現存
     ニューキャッスルショッピングデ(医       1) 平25. 6. 1
     パート協同組合共同店舗ビル１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171211-05169 はやべ眼科 〒596-0047 072-431-4146早部　剛次 早部　剛次 平25. 7. 1眼   診療所
     岸和田市上野町東１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171311-05177 医療法人　楽有会　あ〒596-0006 072-430-2886医療法人　楽有会　理鐙　順子 平25. 7. 1皮   診療所
     ぶみクリニック 岸和田市春木若松町１９－２２片常　勤:    1事長　鐙　連太郎 組織変更 現存
     山ビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171411-05185 医療法人　楽有会　あ〒596-0823 072-439-0031医療法人　楽有会　理鐙　連太郎 平25. 7. 1小   診療所
     ぶみ小児科クリニック岸和田市下松町１－３－９ 常　勤:    1事長　鐙　連太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171511-05193 医療法人　みやもと眼〒596-0044 0724-23-4611医療法人　みやもと眼宮本　秀樹 平26. 1. 1眼   診療所
     科 岸和田市西之内町５番１２号 常　勤:    1科　理事長　宮本　秀 組織変更 現存
     (医       1)樹 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171611-05201 医療法人　あずま内科〒596-0827 072-431-9611医療法人　あずま内科東　幹雄 平26. 1. 1内   循   リハ診療所
     クリニック 岸和田市上松町３０２４番地 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)東　幹雄 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171711-05219 医療法人　あいばクリ〒596-0812 072-445-4878医療法人　あいばクリ清水　智之 平26. 1. 1気食 耳い 小  診療所
     ニック 岸和田市大町４４１番地の１ 常　勤:    1ニック　理事長　清水 組織変更 現存
     (医       1)　智之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171811-05227 やまつじ医院 〒596-0823 072-427-3166山辻　仁樹 山辻　仁樹 平26. 1. 1外   内   皮  診療所
     岸和田市下松町４丁目１３番８号常　勤:    2 継承 放   現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171911-05235 和田クリニック 〒596-0014 072-439-6655医療法人栄新会　理事和田　健司 平26. 4. 1眼   診療所
     岸和田市港緑町２番１号岸和田カ常　勤:    1長　杉野　栄太 組織変更 現存
     ンカンベイサイドモールＥＡＳＴ(医       1) 平26. 4. 1
     館３館
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 172011-05250 医療法人　かねはら皮〒596-0825 072-426-2302医療法人かねはら皮フ金原　彰子 平26. 7. 1皮   アレ 診療所
     フ科クリニック 岸和田市土生町四丁目３番１号リ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ハーブ東岸和田メディカルモール(医       1)　金原　彰子 平26. 7. 1
     ２０１ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172111-05268 社会福祉法人和成会　〒596-0821 072-444-3334社会福祉法人和成会　 井　克治 平26. 9. 1精   内   診療所
     ひまわりの郷クリニッ岸和田市小松里町９３８番２ 常　勤:    1理事長　藤本　和支子 新規 現存
     ク (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172211-05276 医療法人三友会　久松〒596-0076 072-422-3006医療法人三友会　理事久松　武志 平26. 8. 1一般        18診療所
     マタニティークリニッ岸和田市野田町１丁目１１番１号常　勤:    4長　久松　武志 組織変更 産婦 小   現存
     ク (医       4) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172311-05284 一般財団法人岸和田農〒596-0006 072-422-1763一般財団法人岸和田農荒尾　徳三 平26. 8. 1療養       149病院
     友協会　岸和田平成病岸和田市春木若松町３番３３号 常　勤:    2友協会　理事長　武久 移転 内   整外 リハ現存
     院 (医       2)　洋三 平26. 8. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172411-05300 医療法人　前田内科ク〒596-0825 072-428-0007医療法人前田内科クリ前田　博康 平26. 9. 1内   消   リハ診療所
     リニック 岸和田市土生町８丁目１４番２７常　勤:    1ニック　理事長　前田 移転 現存
     号 (医       1)　博康 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172511-05318 中道クリニック 〒596-0821 072-444-8158中道　仁 中道　仁 平26. 9. 1内   消   診療所
     岸和田市小松里町９２８－７ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172611-05334 医療法人悠和会　浜中〒596-0076 072-422-0540医療法人悠和会　理事濱中　雄幸 平27. 1. 1外   消   内  診療所
     医院 岸和田市野田町１丁目７番２１号常　勤:    1長　濱中　雄幸 組織変更 こう 整外 リハ現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172711-05342 しのはら整形外科クリ〒596-0825 072-493-3886篠原　和幸 篠原　和幸 平27. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 岸和田市土生町二丁目２０番１３常　勤:    1 新規 内   現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
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 172811-05359 医療法人あいばクリニ〒596-0052 072-422-1306医療法人あいばクリニ中山　和子 平27. 9. 1耳い 小   診療所
     ック　岸和田あいばク岸和田市並松町２２番４０号 常　勤:    1ック　理事長　清水　 新規 現存
     リニック (医       1)智之 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172911-05367 うえのクリニック 〒596-0103 072-493-3915上野　正人 上野　正人 平27.10. 1内   整外 診療所
     岸和田市稲葉町２６５番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173011-05375 医療法人亘伸会　くり〒596-0841 072-426-1700医療法人亘伸会　理事栗原　尊政 平28. 1. 1内   胃   リハ診療所
     はら内科クリニック 岸和田市八田町３７２番地の１２常　勤:    1長　栗原　尊政 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173111-05383 塩田医院 〒596-0825 072-428-3800塩田　敦 塩田　敦 平28. 5. 1内   循   診療所
     岸和田市土生町五丁目１－３４　常　勤:    1 新規 現存
     １０２号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173211-05409 さかもと内科クリニッ〒596-0045 072-433-1120坂本　康明 坂本　康明 平28. 7. 1内   消   小  診療所
     ク 岸和田市別所町１丁目１４番２８常　勤:    1 新規 現存
     号Ｋ・ル・フタールビル２Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173311-05417 桜台クリニック 〒596-0816 072-447-7010木村　晋三 木村　晋三 平28. 7. 1内   循   診療所
     岸和田市尾生町３丁目４－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173411-05425 クスベ医院 〒596-0045 072-422-0171楠部　剛史 楠部　剛史 平28. 7. 1精   心内 内  診療所
     岸和田市別所町１丁目１４番２８常　勤:    1 移転 現存
     号Ｋ・ル・フタールビル４Ｆ・５(医       1) 平28. 7. 1
     Ｆ 非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173511-05433 医療法人幸仁会　前田〒596-0034 072-439-1414医療法人幸仁会　理事前田　和男 平28. 9. 1内   消   診療所
     内科医院 岸和田市春木本町１０番２３号 常　勤:    1長　前田　和男 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173611-05441 医療法人　めぐみクリ〒596-0827 072-433-2230医療法人めぐみクリニ谷坂　恵 平28. 9. 1脳外 内   リハ診療所
     ニック 岸和田市上松町一丁目９番１号 常　勤:    1ック　理事長　谷坂　 組織変更 現存
     (医       1)恵 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173711-05458 医療法人悠由会　てい〒596-0046 072-447-8032医療法人悠由会　理事 平28. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 岸和田市藤井町二丁目２５番３号常　勤:    1長 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 173811-05466 医療法人　酒井胃腸科〒596-0825 072-432-4588医療法人酒井胃腸科内酒井　勝位 平29. 3. 1内   胃   リハ診療所
     内科 岸和田市土生町二丁目１７番５号常　勤:    1科　理事長　酒井　勝 組織変更 現存
     (医       1)位 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173911-05474 りゅうクリニック 〒596-0812 072-488-7811龍　尭志 龍　尭志 平29. 6. 1脳外 脳内 外  診療所
     岸和田市大町３７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174011-05482 たてやまクリニック 〒596-0825 072-493-1112立山　一郎 立山　一郎 平29. 5. 1産婦 内   外  診療所
     岸和田市土生町８丁目２番１２号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174111-05490 岸和田市立総合通園セ〒596-0076 072-423-0033岸和田市長　永野　耕黒川　智子 平29. 8. 1小   診療所
     ンター　いながわ療育岸和田市野田町１丁目５番５号 常　勤:    1平 移転 現存
     園 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174211-05508 村尾診療所 〒596-0825 072-432-2371村尾　良治 村尾　良治 平29.12. 1内   外   整外診療所
     岸和田市土生町２丁目１５－５１常　勤:    1 移転 小   リハ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174311-05516 医療法人　池田内科 〒596-0067 072-422-3874医療法人池田内科　理池田　肇 平30. 3. 1内   消   診療所
     岸和田市南町２７番１５号 常　勤:    1事長　池田　肇 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174411-05524 医療法人　乳腺ケア泉〒596-0076 072-430-0811医療法人乳腺ケア泉州住吉　一浩 平30. 3. 1外   内   和漢診療所
     州クリニック 岸和田市野田町二丁目１７番１１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1)住 　一浩 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174511-05532 医療法人えいしん会　〒596-0827 072-426-7777医療法人えいしん会　石川　秀雄 平30. 4.15一般        21病院
     岸和田リハビリテーシ岸和田市上松町２丁目８番１０号常　勤:    8理事長　石川　秀雄 移転 療養       136現存
     ョン病院 (医       8) 平30. 4.15内   呼内 リハ
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174611-05540 藤井良一クリニック 〒596-0076 072-468-8530藤井　良一 藤井　良一 平30. 6. 1内   循   消  診療所
     岸和田市野田町２丁目４番１１号常　勤:    1 新規 透析 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 174712-00846 医療法人　河茂会　泉〒598-0091 072-465-0301医療法人　河茂会　理宮野　元成 昭44. 2. 1一般        40病院
     南西出病院 泉南郡田尻町嘉祥寺３７５－６ 常　勤:    2事長　藤井　良幸 組織変更 内   消   透析休止
     (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174812-00945 社会医療法人三和会　〒590-0406 0724-53-1122社会医療法人三和会　高橋　均 昭46. 2. 1一般       148病院
     永山病院 泉南郡熊取町大久保東一丁目１番常　勤:   23理事長　永山　光紀 新規 療養        82現存
     １０号 (医      23) 平28. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   42 ひ   脳外 消  
     (医      42) 呼内 循   リハ
     麻   リウ 神内
     眼   心内 精  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174912-00994 医療法人爽神堂　七山〒590-0421 0724-52-1231医療法人爽神堂　理事本多　義治 昭47. 1. 1精神       640病院
     (12-60994 ) 病院 泉南郡熊取町七山二丁目２番１号常　勤:   24長　本多　義治 組織変更 精   心内 歯  現存
     (医      18) 平29. 1. 1内   
     (薬       6)
     非常勤:   21
     (医      19)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175012-01174 松木医院 〒590-0456 0724-53-1666松木　英世 松木　英世 昭53.10. 1内   循   小  診療所
     泉南郡熊取町美熊台一丁目５番１常　勤:    1 新規 放   現存
     ７号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175112-01331 田中医院 〒599-0301 07249-4-3109田中　貞光 田中　貞光 昭57. 6. 1内   胃   循  診療所
     泉南郡岬町淡輪１２６６－１ 常　勤:    1 新規 放   リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175212-01513 医療法人誠人会　与田〒599-0311 072-495-0801医療法人　誠人会　理赤井　俊洋 昭63. 4. 1療養       301病院
     病院 泉南郡岬町多奈川谷川１８４９－常　勤:    6事長　赤井　俊洋 組織変更 内   呼内 消  現存
     １１ (医       5) 平30. 4. 1心内 精   神内
     (薬       1) 循   整外 外  
     非常勤:   17 放   リハ 
     (医      16)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 175312-01521 くまとり弥栄園付属診〒590-0405 072-452-7030社会福祉法人弥栄福祉能勢　昭 昭63. 4. 1内   整外 リハ診療所
     療所 泉南郡熊取町大久保南三丁目１３常　勤:    1会　理事長　岩田　悛 新規 現存
     ８０番地の３ (医       1)二 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175412-01554 山岸外科・整形外科 〒590-0416 0724-53-7473山岸　照茂 山岸　照茂 平元. 2. 1外   整外 診療所
     泉南郡熊取町東和苑１０番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175512-01562 医療法人　鈴木医院 〒590-0403 07245-3-2377医療法人鈴木医院　理鈴木　進吾 昭53.11. 1内   胃   小  診療所
     泉南郡熊取町大久保中一丁目６番常　勤:    1事長　鈴木　進吾 新規 心内 現存
     地２５号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175612-01646 医療法人翔洋会　南大〒590-0402 072-453-1750医療法人翔洋会　理事渡 　敬三 平 2. 7. 1眼   診療所
     阪アイクリニック 泉南郡熊取町大久保北三丁目１７常　勤:    1長　渡 　敬三 組織変更 現存
     ４番地の６ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175712-01703 医療法人　津山医院 〒599-0311 0724-95-5067医療法人津山医院　理岸野　雅則 平 4. 7. 1内   胃   リハ診療所
     泉南郡岬町多奈川谷川２５９９番常　勤:    1事長　岸野　雅則 組織変更 放   現存
     地の１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175812-01752 耳鼻咽喉科かとう医院〒590-0412 0724-52-8733加藤　寛 加藤　寛 平 7. 6. 1耳い 診療所
     泉南郡熊取町紺屋一丁目８番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175912-01802 もちづき耳鼻咽喉科医〒599-0303 0724-92-1700望月　則昭 望月　則昭 平 9. 2. 1耳い アレ 小  診療所
     院 泉南郡岬町深日１８２８番地の５常　勤:    1 新規 気食 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176012-01869 医療法人和深会　江川〒599-0303 0724-92-1500医療法人　和深会　理江川　博 平11. 1. 1胃   こう 内  診療所
     クリニック胃腸肛門科泉南郡岬町深日１８２８番地の１常　勤:    1事長　江川　博 組織変更 外   リハ 放  現存
     オークワ岬店２階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176112-01885 南海診療所 〒598-0092 072-465-3388社会福祉法人　南海福松本　英一 平11. 6. 1内   精   診療所
     泉南郡田尻町吉見３２６－１ 常　勤:    1祉事業会　理事長　小 新規 現存
     (医       1)籔　博 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 176212-01919 医療法人真心会　みさ〒599-0301 072-494-2711医療法人　真心会　理玉井　美妃子 平11. 7. 1内   胃   こう診療所
     きクリニック 泉南郡岬町淡輪１１５５番地の１常　勤:    1事長　玉井　美妃子 組織変更 外   放   リハ現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176312-01927 医療法人　市川クリニ〒599-0301 072-492-1470医療法人　市川クリニ市川　利洋 平12. 1. 1内   外   診療所
     ック 泉南郡岬町淡輪３７６４番地２５常　勤:    1ック　理事長　市川　 組織変更 現存
     ０ (医       1)利洋 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176412-01943 ひらのひまわりクリニ〒598-0092 0724-90-1081平野　喆雄 平野　喆雄 平12.10. 1胃   こう 外  診療所
     ック 泉南郡田尻町吉見６８３－４ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176512-01950 医療法人恵佑会　川野〒598-0092 0724-90-3700医療法人恵佑会　理事川野　惠造 平13. 1. 1内   消   呼  診療所
     内科クリニック 泉南郡田尻町吉見２５０番地１ 常　勤:    2長　川野　惠造 組織変更 循   リハ 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176612-01968 医療法人　そうがわク〒590-0412 0724-52-5400医療法人　そうがわク寒川　孝佳 平14. 1. 1麻   整外 内  診療所
     リニック 泉南郡熊取町紺屋一丁目８番２３常　勤:    1リニック　理事長　寒 組織変更 リハ リウ 現存
     号 (医       1)川　孝佳 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176712-01976 医療法人　平和会　永〒590-0412 0724-51-2100医療法人　平和会　理永山　晴美 平14. 6. 3内   整外 診療所
     山クリニック 泉南郡熊取町紺屋一丁目２５番１常　勤:    1事長　永山　一郎 移転 現存
     ２号 (医       1) 平26. 6. 3
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176812-01984 髙槻眼科 〒590-0403 0724-53-0130髙槻　玲子 髙槻　玲子 平14. 6.19眼   診療所
     泉南郡熊取町大久保中二丁目２６常　勤:    1 移転 現存
     番１８号 (医       1) 平26. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176912-01992 とちはらクリニック 〒590-0403 0724-51-2700栃原　宜明 栃原　宜明 平14. 9. 1皮   内   診療所
     泉南郡熊取町大久保中一丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番１３号　大屋ビル１階１０１号(医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177012-02016 関西医療大学附属診療〒590-0433 0724-53-8255学校法人関西医療学園畑村　育次 平15. 4. 1内   神内 整外診療所
     所 泉南郡熊取町若葉二丁目１１番１常　勤:   13　理事長　武田　大輔 移転 皮   心内 リハ現存
     号 (医      12) 平27. 4. 1精   外   婦  
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 177112-02024 なかまの里診療所 〒590-0441 0724-53-7545社会福祉法人大阪聴覚音田　篤 平15. 6. 1内   精   診療所
     泉南郡熊取町大字久保２３２９番常　勤:    1障害者福祉会　理事長 新規 現存
     地 (医       1)　森本　成毅 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177212-02057 医療法人　木本内科 〒590-0417 072-453-3050医療法人　木本内科　木本　渺夫 平17. 3. 1内   放   診療所
     泉南郡熊取町和田一丁目１番１５常　勤:    1理事長　木本　渺夫 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177312-02065 阿武メンタルクリニッ〒590-0403 0724-51-3317阿武　夕香 阿武　夕香 平17.11. 1精   診療所
     ク 泉南郡熊取町大久保中一丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     番１８号日根建物第３ビル２階２(医       1) 平29.11. 1
     ０２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177412-02073 医療法人　くわはらク〒590-0422 072-452-7472医療法人くわはらクリ桑原　秀樹 平18. 1. 1整外 外   内  診療所
     リニック 泉南郡熊取町希望が丘三丁目５番常　勤:    1ニック　理事長　桑原 組織変更 リハ 現存
     １６号 (医       1)　秀樹 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177512-02081 耳鼻咽喉科のざき医院〒590-0415 072-453-4133野﨑　隆平 野﨑　隆平 平18. 7. 1耳い アレ 気食診療所
     泉南郡熊取町五門西二丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177612-02099 医療法人　愛輪会　あ〒599-0301 0724-91-3536医療法人　愛輪会　理岡本　賢俊 平18. 7. 1整外 外   リハ診療所
     い整形外科リハビリク泉南郡岬町淡輪３７１７ 常　勤:    1事長　岡本　賢俊 組織変更 リウ 内   現存
     リニック (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177712-02107 いしもとクリニック 〒590-0404 072-451-3326石本　喜和男 石本　喜和男 平18. 9. 1内   こう 消  診療所
     泉南郡熊取町大久保西８番６２号常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177812-02115 みのにしわかこＪОＹ〒598-0091 072-466-2433箕西　和佳子 箕西　和佳子 平18.11. 1内   胃   循  診療所
     クリニック 泉南郡田尻町嘉祥寺６６５番地１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177912-02149 大阪体育大学診療所 〒590-0459 072-453-8817学校法人浪商学園　理森北　育宏 平19.11. 1整外 内   リハ診療所
     泉南郡熊取町朝代台１番１号 常　勤:    2事長　野田　賢治 新規 現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178012-02156 医療法人幸心会　熊取〒590-0403 072-451-1655医療法人幸心会　理事鈴木　一弘 平21. 1. 1内   診療所
     ファミリークリニック泉南郡熊取町大久保中一丁目１６常　勤:    1長　鈴木　一弘 組織変更 現存
     番２２号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 178112-02172 いとうまもる診療所 〒590-0422 072-453-2821伊藤　守 伊藤　守 平22. 4. 1脳外 内   リハ診療所
     泉南郡熊取町希望が丘三丁目７番常　勤:    1 継承 精   心内 消  現存
     １４号 (医       1) 平28. 4. 1内科、消化器内
     非常勤:    5 科、糖尿病・内
     (医       5) 分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178212-02206 医療法人　竹井クリニ〒590-0414 072-451-2765医療法人　竹井クリニ竹井　信夫 平25. 1. 1胃   外   内  診療所
     ック 泉南郡熊取町五門東１丁目７番２常　勤:    1ック　理事長　竹井　 組織変更 こう リハ 現存
     ３号 (医       1)信夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178312-02214 武井皮膚科医院 〒590-0422 072-453-5550武井　美保子 武井　美保子 平25. 4. 1皮   診療所
     大阪府泉南郡熊取町希望が丘４丁常　勤:    1 移転 現存
     目４番２２号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178412-02222 奥田泌尿器科 〒590-0422 072-452-6060奥田　康登 奥田　康登 平25. 6. 1ひ   診療所
     泉南郡熊取町希望が丘１丁目２３常　勤:    1 新規 現存
     －１６ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178512-02230 ひがしはら整形外科リ〒590-0403 072-453-3322東原　幸男 東原　幸男 平25. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ウマチクリニック 泉南郡熊取町大久保中１丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２９号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178612-02248 社会福祉法人　永楽福〒590-0451 072-451-2789社会福祉法人　永楽福永山　孝一 平25. 9. 1外   内   診療所
     祉会　第１永楽荘内診泉南郡熊取町野田３丁目１１１１常　勤:    1祉会　理事長　永山　 移転 現存
     療所 番地２ (医       1)孝一 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178712-02263 くまとり坂口クリニッ〒590-0451 072-493-8855坂口　康浩 坂口　康浩 平25.11. 1内   消   診療所
     ク 泉南郡熊取町野田三丁目３５３－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178812-02271 医療法人　香雪会　古〒590-0406 072-451-3663医療法人　香雪会　理古谷　悦美 平26. 1. 1小   内   アレ診療所
     谷こどもクリニック 泉南郡熊取町大久保東２丁目６番常　勤:    1事長　古谷　悦美 組織変更 精   現存
     １７号中林ビル２階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178912-02289 社会福祉法人親光会　〒599-0301 072-494-0900社会福祉法人親光会　岸野　雅則 平26.12. 1内   外   整外診療所
     特別養護老人ホーム　泉南郡岬町淡輪５６３５番地の１常　勤:    1理事長　西浦　太一 移転 精   現存
     淡輪園診療所 (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 179012-02297 澤田医院 〒599-0303 072-492-1455澤田　道雄 澤田　道雄 平27. 8. 1内   外   診療所
     泉南郡岬町深日１４２８番地の１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179112-02305 医療法人喜和会　島田〒598-0092 072-465-3471医療法人喜和会　理事島田　喜一郎 平28. 1. 1整外 内   皮  診療所
     診療所 泉南郡田尻町吉見６６５番地４ 常　勤:    2長　島田　喜一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179212-02313 社会福祉法人ほたる　〒599-0301 072-488-2888社会福祉法人ほたる　村井　浩明 平28.11. 1内   小   整外診療所
     なぎさクリニック 泉南郡岬町淡輪１４６９番地の１常　勤:    1理事長　竹原　学 組織変更 リハ 脳外 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179312-02339 医療法人佳辰会　おか〒590-0451 072-453-6001医療法人佳辰会　理事岡﨑　由佳 平29. 3. 1眼   診療所
     ざき眼科クリニック 泉南郡熊取町野田三丁目３５３番常　勤:    1長　岡﨑　由佳 組織変更 現存
     地の４ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179412-02347 みむらレディースケア〒590-0451 072-451-0377三村　真由子 三村　真由子 平29. 5. 1婦   産   診療所
     クリニック 泉南郡熊取町野田３丁目３５３－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179512-02354 医療法人爽倫会　おく〒598-0092 072-479-5300医療法人爽倫会　理事奥野　 昭 平30. 2. 1内   耳い 呼内診療所
     のホームケアクリニッ泉南郡田尻町吉見５９６番地６サ常　勤:    1長　奥野　 昭 移転 現存
     ク ンエイハイツ１０１号室 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179613-00232 医療法人青山会　青山〒597-0002 072-433-2526医療法人青山会　理事青山　裕 昭32.10. 1一般        24病院
     病院 貝塚市新町１１番５号 常　勤:    2長　青山　裕 新規 療養        33現存
     (医       2) 平29.10. 1外   内   消  
     非常勤:    8 リハ 
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179713-00349 社会福祉法人貝塚養老〒597-0033 072-427-2160社会福祉法人貝塚養老石谷　城宏 昭32. 6.20内   診療所
     の家　海岸寺山診療所貝塚市半田７８０－１ 常　勤:    1の家　理事長　信　聖 現存
     (医       1)瑞 平29. 6.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 179813-00455 医療法人田村会　貝塚〒597-0043 072-422-4451医療法人田村会　理事田村　善史 昭35. 1. 1精神       406病院
     中央病院 貝塚市橋本１０００番地 常　勤:   11長　田村　善史 新規 精   心内 現存
     (医       8) 平29. 1. 1
     (薬       3)
     非常勤:   15
     (医      14)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179913-00554 岩崎外科 〒597-0004 0724-22-2334岩崎　猛 岩崎　猛 昭36. 7. 1外   診療所
     貝塚市西町３－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180013-00661 水間病院 〒597-0104 0724-46-1102医療法人河﨑会　理事河崎　建人 昭38. 1. 1精神       541病院
     (13-60661 ) 貝塚市水間５１番地 常　勤:   10長　河崎　建人 組織変更 精   神   歯  現存
     (医      10) 平29. 1. 1内   
     非常勤:   33
     (医      32)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180113-00760 岡本外科 〒597-0043 0724-23-2712岡本　治 岡本　治 昭43.10. 1内   外   整外診療所
     貝塚市橋本８２－３ 常　勤:    1 皮   放   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180213-00877 医療法人桐葉会　木島〒597-0044 0724-46-2158医療法人桐葉会　理事高瀬　勝教 昭46. 3. 1精神       492病院
     (13-60877 ) 病院 貝塚市森８９２番地 常　勤:   15長　横井　清 新規 精   神   内  現存
     (医      15) 平28. 3. 1歯   
     非常勤:   13
     (医      11)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180313-00968 西居クリニック 〒597-0062 072-432-4758西居　俊彌 西居　俊彌 昭50. 4. 1外   脳外 診療所
     貝塚市澤５８０－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180413-00976 田村医院 〒597-0011 0724-22-0289田村　善貞 田村　善貞 昭50. 3. 1内   外   診療所
     貝塚市北町２１番２３号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180513-01024 貝塚誠心園診療所 〒597-0044 0724-46-8022社会福祉法人貝塚誠心矢野　智洋 昭52. 5. 1精   内   診療所
     貝塚市森１１０３番２号 常　勤:    1園　理事長　横井　清 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 180613-01040 磯部胃腸科内科 〒597-0003 0724-32-9535磯部　賢士 磯部　賢士 昭52. 9. 1内   胃   診療所
     貝塚市中７８８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180713-01065 社会医療法人慈薫会　〒597-0104 072-446-1105社会医療法人慈薫会　河﨑　敦 昭53. 4. 1一般        47病院
     河崎病院 貝塚市水間２４４番地 常　勤:   11理事長　河﨑　茂子 新規 療養        82現存
     (医      11) 平29. 4. 1内   消   循  
     非常勤:   46 整外 神内 脳外
     (医      46) 外   呼   リハ
     皮   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180813-01073 医療法人永和会　ここ〒597-0044 0724-46-0166医療法人永和会　理事横谷　昇 昭55. 4. 1精神       450病院
     ろあ病院 貝塚市森４９７番地 常　勤:   11長　南川　永夫 新規 精   心内 現存
     (医      11) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180913-01081 医療法人尚生会　西出〒597-0083 072-432-0777医療法人尚生会　理事西川　治 昭54. 4. 1一般        34病院
     病院 貝塚市海塚一丁目９番１３号 常　勤:    4長　西出　孝啓 組織変更 内   外   胃  現存
     (医       4) 平30. 4. 1リウ 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181013-01123 市川小児科医院 〒597-0004 0724-22-1087市川　正裕 市川　正裕 昭62. 4. 1小   診療所
     貝塚市西町５番１５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181113-01149 石谷医院 〒597-0011 0724(39)5507石谷　城宏 石谷　城宏 昭63. 3. 1内   リハ リウ診療所
     貝塚市北町３８番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181213-01230 医療法人　中谷医院 〒597-0083 072-422-0771医療法人中谷医院　理山口　由美子 平 2. 1. 1内   診療所
     貝塚市海塚一丁目８番３６号 常　勤:    2事長　山口　由美子 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181313-01248 医療法人　中診療所 〒597-0042 072-446-0018医療法人中診療所　理中　美紀 平 2. 7. 1内   循   診療所
     貝塚市名越７８３番地の１２ 常　勤:    1事長　中　美紀 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 181413-01263 医療法人　なかたクリ〒597-0001 072-422-0141医療法人　なかたクリ中田　信輔 平 2. 6. 1内   診療所
     ニック 貝塚市近木町２０番２４号 常　勤:    1ニック　理事長　中田 内科、糖尿病内現存
     (医       1)　信輔 平29. 6. 1科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181513-01339 医療法人　脇浜診療所〒597-0073 0724-22-6192医療法人脇浜診療所　濵田　吉通 平 4. 7. 1ひ   内   皮  診療所
     貝塚市脇浜一丁目３番８号 常　勤:    1理事長　濵田　吉通 外   アレ 他  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181613-01347 三谷医院 〒597-0033 072-422-7281三谷　澄夫 三谷　澄夫 平 5. 4. 1一般         3診療所
     貝塚市半田三丁目６番１３号 常　勤:    1 産婦 小   内  現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181713-01362 医療法人健松会　髙松〒597-0061 072-439-7700医療法人健松会　理事髙松　健次 平 5. 7. 1内   診療所
     内科 貝塚市浦田７６番地の１ヴァンテ常　勤:    1長　髙松　健次 現存
     ージ二色１階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181813-01388 社会福祉法人　建仁会〒597-0104 072-446-5531社会福祉法人建仁会　中谷　和郎 平 5.10. 1内   精   診療所
     内診療所 貝塚市水間１３７－１番地 常　勤:    2理事長　河﨑　建人 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181913-01412 医療法人幸寿会　辻本〒597-0004 0724-38-1513医療法人　幸寿会　理辻本　守幸 平 7. 7. 1内   胃   循  診療所
     内科・胃腸科 貝塚市西町６番８号メゾンラメー常　勤:    1事長　辻本　守幸 組織変更 現存
     ル１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182013-01420 貝塚市立休日急患診療〒597-0072 0724-32-1453貝塚市長　藤原　龍男宮本　悦男 平 7.11.12内   歯   診療所
     (13-61420 ) 所 貝塚市畠中一丁目１８番８号保健常　勤:    2 移転 現存
     合同庁舎１階 (医       2) 平28.11.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182113-01461 医療法人　木下眼科医〒597-0083 072-422-1639医療法人　木下眼科医木下　渥 平 8. 9. 9眼   診療所
     院 貝塚市海塚１丁目１５番１号 常　勤:    1院　理事長　木下　渥 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182213-01479 医療法人　積善会　高〒597-0015 072-438-0261医療法人　積善会　理中野　芳明 平 9. 2. 1療養       102病院
     橋病院 貝塚市堀一丁目１６番６号 常　勤:    3事長　高松　恒美 組織変更 内   リハ 現存
     (医       3) 平30. 2. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
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 182313-01495 医療法人久恵会　黒瀬〒597-0003 0724-31-1112医療法人久恵会　理事黒瀬　喜久雄 平 9. 7. 1内   外   整外診療所
     クリニック 貝塚市中９０６番地の１マンショ常　勤:    1長　黒瀬　喜久雄 組織変更 脳外 リハ 現存
     ンコスモス１０２号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182413-01503 小池耳鼻咽喉科クリニ〒597-0072 0724-23-8741小池　薫 小池　薫 平10. 2. 1耳い 診療所
     ック 貝塚市畠中３３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182513-01511 にし内科胃腸科 〒597-0033 0724-20-2400西　利男 西　利男 平10. 5. 1内   胃   循  診療所
     貝塚市半田一丁目１７番１７号 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182613-01529 竹内小児科内科医院 〒597-0041 0724-23-8803竹内　滋 竹内　滋 平10. 5. 1小   内   診療所
     貝塚市清児６６５番地の３サンシ常　勤:    1 新規 現存
     ティ貝塚 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182713-01545 よねざわ内科クリニッ〒597-0053 0724-30-3303米澤　 之 米澤　 之 平10. 6. 1内   消   診療所
     ク 貝塚市地蔵堂１１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182813-01552 小池眼科クリニック 〒597-0072 0724-39-6556小池　仁 小池　仁 平10. 7. 1眼   診療所
     貝塚市畠中３１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182913-01578 医療法人志賀会　いた〒597-0013 0724-22-2622医療法人　志賀会　理鑄谷　周三 平10. 7. 1外   内   消  診療所
     に医院 貝塚市津田北町１４番９号 常　勤:    1事長　鑄谷　周三 組織変更 整外 小   リハ現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183013-01586 医療法人健樹会　西上〒597-0081 0724-26-2288医療法人　健樹会　理西上　茂樹 平10. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 貝塚市麻生中１０３４番地 常　勤:    1事長　西上　茂樹 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183113-01594 医療法人　物部小児科〒597-0054 0724-33-3465医療法人　物部小児科物部　 明 平11. 1. 1小   内   診療所
     内科 貝塚市堤４６番地７ 常　勤:    1内科　理事長　物部　 組織変更 現存
     (医       1) 明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183213-01602 すわ眼科 〒597-0104 0724-21-2227諏訪　雄三 諏訪　雄三 平11. 3. 1眼   診療所
     貝塚市水間２５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 183313-01610 医療法人尚生会　貝塚〒597-0083 072-433-3722医療法人　尚生会　理味村　啓司 平11. 9. 1外   内   リウ診療所
     西出クリニック 貝塚市海塚２３１５番３ 常　勤:    1事長　西出　孝啓 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183413-01628 青山クリニック 〒597-0062 0724-30-5518青山　修 青山　修 平11.12. 1胃   外   こう診療所
     貝塚市澤８１７番地の１ 常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183513-01636 社会福祉法人三ケ山学〒597-0046 0724-21-3000社会福祉法人三ケ山学林　昌子 平13. 4. 1小   リハ 診療所
     園　付属いずみ診療所貝塚市東山二丁目１番１号 常　勤:    1園　理事長　坂上　ア 新規 現存
     (医       1)ツ子 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183613-01644 眼科岩崎クリニック 〒597-0004 0724-32-5576岩崎　智恵子 岩崎　智恵子 平14. 4. 1眼   脳外 診療所
     貝塚市西町８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183713-01693 川﨑こどもクリニック〒597-0102 0724-21-2033川﨑　康寛 川﨑　康寛 平16. 5. 1小   診療所
     貝塚市木積６５６番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183813-01701 医療法人　あかね・レ〒597-0082 0724-36-3541医療法人あかね・レデ高見　勇次 平17. 1. 1一般        12診療所
     ディースクリニック 貝塚市石才５５２番地 常　勤:    3ィースクリニック　理 組織変更 産   婦   現存
     (医       3)事長　野田　俊作 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183913-01727 山口整形外科 〒597-0001 0724-30-5558山口　勝之 山口　勝之 平17. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     貝塚市近木町７番５号グランドス常　勤:    1 新規 現存
     トアビル１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184013-01735 ゆかわクリニック 〒597-0104 0724-46-2236湯川　史朗 湯川　史朗 平17. 2. 1内   診療所
     貝塚市水間５２３番地１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 184113-01743 宮本脳神経クリニック〒597-0033 0724-93-1551宮本　悦男 宮本　悦男 平17. 4. 1脳外 整外 リハ診療所
     貝塚市半田一丁目１９番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184213-01768 医療法人　駿骨会　浦〒597-0071 072-436-7111医療法人　駿骨会　理浦川　正人 平17. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     川整形外科 貝塚市加神一丁目７番１０号 常　勤:    1事長　浦川　正人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184313-01784 河﨑会こころのクリニ〒597-0104 072-446-6761医療法人河﨑会　理事河﨑　祥子 平19.12. 1内   精   心内診療所
     ック 貝塚市水間１５８番地１大阪河﨑常　勤:    1長　河崎　建人 新規 リハ 現存
     リハビリテーション大学２号館１(医       1) 平25.12. 1
     階 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184413-01792 さくらクリニック 〒597-0072 072-430-5155医療法人桐葉会　理事橋本　喜美 平20. 6. 1心内 精   神  診療所
     貝塚市畠中２２番１ 常　勤:    1長　横井　清 新規 神内 内   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184513-01826 良田医院 〒597-0033 072-422-7282良田　雅紀 良田　雅紀 平21. 9. 1内   小   外  診療所
     貝塚市半田三丁目４番１号 常　勤:    1 移転 脳外 神内 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184613-01834 内海耳鼻咽喉科 〒597-0033 072-427-4133内海　真木男 内海　真木男 平22. 2. 1耳い 診療所
     貝塚市半田１丁目１６番４号西谷常　勤:    1 新規 現存
     商事株式会社　第二ビル　 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184713-01842 医療法人希会　二色の〒597-0062 072-433-7515医療法人希会　理事長二見　勝之 平22. 2. 1内   皮   診療所
     浜クリニック 貝塚市澤８３０番地１ 常　勤:    2　二見　国彦 新規 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184813-01859 かわなみふじたクリニ〒597-0083 072-493-2971河南　昌樹 河南　昌樹 平23. 6. 1内   循   消  診療所
     ック 貝塚市海塚一丁目１番９号　蓬莱常　勤:    2 新規 現存
     ビル４階 (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184913-01867 くぼこどもクリニック〒597-0072 072-433-2255久保　和毅 久保　和毅 平24.10. 1小   診療所
     貝塚市畠中一丁目２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 185013-01875 医療法人　なかいクリ〒597-0084 072-430-5008医療法人　なかいクリ中井　健裕 平25. 1. 1内   胃   こう診療所
     ニック 貝塚市鳥羽１５９番１ 常　勤:    1ニック　理事長　中井 移転 外   放   現存
     (医       1)　健裕 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185113-01925 良守クリニック 〒597-0073 072-493-6083杉山　近彦 杉山　近彦 平27.10. 1内   外   整外診療所
     貝塚市脇浜１丁目１６番９号イー常　勤:    1 継承 リウ 皮   アレ現存
     ズセンチュリーセントラルビル３(医       1) 平27.10. 1
     ０２ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185213-01933 医療法人千一会　いと〒597-0091 072-433-0122医療法人千一会　理事伊藤　一貴 平28. 1. 1内   循   診療所
     うクリニック 貝塚市二色二丁目８番２号 常　勤:    1長　伊藤　一貴 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185313-01941 たなか整形漢方クリニ〒597-0062 072-424-5798田中　裕之 田中　裕之 平28. 4. 1整外 皮   外  診療所
     ック 貝塚市澤８２４ 常　勤:    1 新規 和漢 内   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185413-01958 医療法人　清名台外科〒597-0041 0724-46-5085医療法人清名台外科　市川　剛 平29. 3. 1一般 診療所
     貝塚市清児８２０番地１７ 常　勤:    1理事長　市川　剛 組織変更     一般    15現存
     (医       1) 平29. 3. 1外   内   消  
     非常勤:    1 こう 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185513-01966 医療法人秋桜会　おさ〒597-0015 072-423-1103医療法人秋桜会　理事尾﨑　敦男 平29. 3. 1一般 診療所
     きマタニティクリニッ貝塚市堀二丁目１９番１５号 常　勤:    1長　尾﨑　敦男 組織変更     一般    12現存
     ク (医       1) 平29. 3. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185614-00313 医療法人仁誠会　箕面〒562-0001 072-721-3294医療法人　仁誠会　理正井　寿郎 昭38. 9. 1療養        74病院
     正井病院 箕面市箕面六丁目４番３９号 常　勤:    2事長　正井　寿郎 新規 内   整外 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185714-00347 北大阪医療生活協同組〒563-0252 0727-39-0501北大阪医療生活協同組福山　隆之 昭39. 9. 1療養       199病院
     合　照葉の里箕面病院箕面市大字下止々呂美５６１番地常　勤:    7合　理事長　河井　和 新規 内   整外 放  現存
     (医       7)彦 平24. 9. 1外   皮   
     非常勤:   21 内科、疼痛緩和
     (医      21) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 185814-00453 医療法人ガラシア会　〒562-8567 072-729-2345医療法人ガラシア会　伊藤　則幸 昭44. 4. 1一般       104病院
     ガラシア病院 箕面市粟生間谷西六丁目１４番１常　勤:    6理事長　前田　万葉 移転 内   精   リウ現存
     号 (医       6) 平29. 4. 1外   整外 リハ
     非常勤:   16 神内 循   麻  
     (医      16) 内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185914-00735 社会福祉法人暁光会　〒562-0012 0727-22-3438社会福祉法人暁光会　安東　寛泰 昭51.12. 1内   精   整外診療所
     あかつき特別養護老人箕面市白島三丁目１６番１号 常　勤:    1理事長　安東　寛泰 新規 眼   皮   ひ  現存
     ホーム付属診療所 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186014-00834 西小路中井医院 〒562-0003 0727-22-2771中井　文子 中井　文子 昭54. 6. 1内   診療所
     箕面市西小路二丁目１３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186114-00859 今井外科 〒562-0041 0727(21)1313今井　克一 今井　克一 昭54. 7. 1外   診療所
     箕面市桜二丁目７－４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186214-00867 東眼科 〒562-0043 0727-22-7428東　良三 東　良三 昭54. 7. 1眼   診療所
     箕面市桜井二丁目５番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186314-00974 朝倉耳鼻咽喉科 〒562-0044 0727-23-8685朝倉　治美 朝倉　治美 昭56. 6. 1耳い 診療所
     箕面市半町四丁目１４番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186414-01048 池尻医院 〒562-0001 0727(24)2433池尻　研治 池尻　研治 昭58. 1. 1内   和漢 診療所
     箕面市箕面一丁目２番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186514-01170 横見皮フ科 〒562-0025 0727-29-8400横見　育子 横見　育子 昭61.10. 1皮   診療所
     箕面市大字粟生外院四丁目１６番常　勤:    1 移転 現存
     １０号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186614-01188 医療法人　中井内科 〒562-0041 0727-22-1234医療法人中井内科　理中井　紘二 昭62. 1. 1内   循   診療所
     箕面市桜四丁目３番８号 常　勤:    1事長　中井　紘二 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186714-01204 砂田医院 〒562-0031 0727-28-9660砂田　政孝 砂田　政孝 昭62. 7. 1内   小   リハ診療所
     箕面市小野原東五丁目４番１２号常　勤:    1 新規 現存
     小野原サンハイツ１階－Ｂ (医       1) 平29. 7. 1
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 186814-01279 医療法人　和久本医院〒562-0044 0727-22-5335医療法人和久本医院　和久本　博司 昭54.11. 1外   胃   こう診療所
     箕面市半町三丁目１６番１号 常　勤:    1理事長　和久本　博司 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186914-01311 医療法人　中西医院 〒562-0044 072-722-2198医療法人中西医院　理中西　久仁夫 平 2. 1. 1内   外   皮  診療所
     箕面市半町四丁目１番２７号 常　勤:    2事長　中西　久仁夫 組織変更 胃   消   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187014-01345 医療法人　中井胃腸科〒562-0015 072-723-8888医療法人中井胃腸科医中井　公英 平 3. 1. 1内   胃   放  診療所
     医院 箕面市稲一丁目１３番９号 常　勤:    1院　理事長　中井　公 組織変更 現存
     (医       1)英 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187114-01352 医療法人　西本内科 〒562-0013 072-723-3450医療法人西本内科　理西本　明文 平 3. 1. 1内   胃   循  診療所
     箕面市坊島三丁目１９番１１号 常　勤:    2事長　西本　明文 組織変更 放   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187214-01386 医療法人長生会　渡辺〒562-0032 072-727-5656医療法人長生会　理事渡辺　加代子 平 3. 3. 1皮   整外 診療所
     クリニック 箕面市小野原西五丁目１２番１２常　勤:    1長　渡辺　優 新規 現存
     号エバーグリーンビル１階 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187314-01402 医療法人　荒木医院 〒562-0023 0727(29)6563医療法人荒木医院　理荒木　一成 平 3. 7. 1内   小   胃  診療所
     箕面市粟生間谷西二丁目６番４－常　勤:    1事長　荒木　一成 組織変更 循   放   現存
     １０１号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187414-01410 医療法人　河村整形外〒562-0043 0727(24)3014医療法人河村整形外科河村　都容市 平 3. 7. 1整外 リハ 放  診療所
     科 箕面市桜井一丁目１１番１６号 常　勤:    1　理事長　河村　都容 組織変更 リウ 現存
     (医       1)市 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187514-01451 まつうら内科 〒562-0044 0727-21-8005松浦　千明 松浦　千明 平 3.10. 1内   心内 診療所
     箕面市半町三丁目１５番４７号ト常　勤:    1 新規 現存
     ータス箕面１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187614-01485 こいで耳鼻咽喉科医院〒562-0036 0727-28-3009小出　郁夫 小出　郁夫 平 4. 4. 1耳い 診療所
     箕面市船場西三丁目８番６号　パ常　勤:    1 新規 現存
     ークヒル箕面２０２ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187714-01493 首藤内科クリニック 〒562-0036 0727-28-7353首藤　弘史 首藤　弘史 平 4. 6. 1内   消   循  診療所
     箕面市船場西一丁目８番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 187814-01576 上林整形外科クリニッ〒562-0036 0727-27-7008上林　健二 上林　健二 平 5. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 箕面市船場西一丁目６番７号三羽常　勤:    1 新規 現存
     鶴ビル３階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187914-01600 宮崎耳鼻咽喉科白島 〒562-0012 0727-23-7580宮崎　忠彦 宮崎　忠彦 平 6. 5. 1耳い 診療所
     箕面市白島２－２８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188014-01634 医療法人　知照会　是〒562-0011 0727(24)0166医療法人　知照会　理大場　創介 平 6. 7. 1外   胃   放  診療所
     成クリニック 箕面市如意谷１－５－１ 常　勤:    2事長　山本　哲也 組織変更 リハ 整外 内  現存
     (医       2) 平24. 7. 1皮   こう 眼  
     形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188114-01642 医療法人修進会　古河〒562-0001 072-723-7227医療法人修進会古河ク古河　雅也 平 6. 7. 1眼   診療所
     クリニック 箕面市箕面四丁目１７番４３号 常　勤:    1リニック　理事長　古 組織変更 現存
     (医       1)河　雅也 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188214-01683 上ノ山内科 〒562-0041 0727-24-7337上ノ山　利雄 上ノ山　利雄 平 7. 2. 1内   診療所
     箕面市桜六丁目４番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188314-01709 医療法人　吉田小野原〒562-0031 0727-27-1717医療法人吉田　小野原宮武　邦夫 平 7. 7. 1一般         2診療所
     東診療所 箕面市小野原東六丁目２４番３号常　勤:    1東診療所　理事長　宮 組織変更 内   整外 リハ現存
     (医       1)武　邦夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188414-01717 あねがわ内科 〒562-0001 0727-24-3767姉川　孝 姉川　孝 平 7.11. 1内   神内 診療所
     箕面市箕面六丁目５番７号くもん常　勤:    1 新規 現存
     ぴあ箕面ビル２階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188514-01725 社会福祉法人大阪手を〒562-0015 0727-28-1012社会福祉法人大阪手を水野　幸子 平 7.11. 1内   整外 精  診療所
     つなぐ育成会　山口記箕面市稲六丁目１５番２６号 常　勤:    2つなぐ育成会　理事長 新規 放   皮   現存
     念診療所 (医       2)　坂本　ヒロ子 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188614-01733 医療法人　船場西ばば〒562-0036 0727-29-0148医療法人船場西ばばク馬場　隆一 平 8. 1. 1胃   内   こう診療所
     クリニック 箕面市船場西一丁目６番７号三羽常　勤:    1リニック　理事長　馬 組織変更 放   外   現存
     鶴ビル２階 (医       1)場　隆一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188714-01774 医療法人　なかクリニ〒562-0001 072-724-8822医療法人　なかクリニ中　祐次 平 8. 7. 1ひ   内   診療所
     ック 箕面市箕面五丁目１番５２号みの常　勤:    1ック　理事長　中　祐 組織変更 現存
     おアルコスビル１階 (医       1)次 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 188814-01816 箕面市立医療保健セン〒562-0014 072-727-9555一般財団法人　箕面市白石　恒人 平 8. 7. 1内   放   診療所
     ター 箕面市萱野五丁目８番１号 常　勤:    2医療保健センター　理 移転 現存
     (医       2)事長　重松　剛 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188914-01824 辻医院 〒562-0043 0727-24-9650辻　良一 辻　良一 平 8.10. 1内   循   診療所
     箕面市桜井一丁目２７番４８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189014-01832 いしい小児科 〒562-0036 0727-30-7771石井　経康 石井　経康 平 8.12. 1小   診療所
     箕面市船場西一丁目８番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189114-01840 医療法人　しみず医院〒562-0046 072-723-1233医療法人　しみず医院清水　修 平 9. 1. 1内   循   診療所
     箕面市桜ケ丘一丁目５番１６号 常　勤:    1　理事長　清水　修 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189214-01857 医療法人　つちたにこ〒562-0025 072-729-8882医療法人　つちたにこ土谷　之紀 平 9. 1. 1小   診療所
     どもくりにっく 箕面市粟生外院一丁目１１番１９常　勤:    1どもくりにっく　理事 組織変更 現存
     号 (医       1)長　土谷　之紀 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189314-01865 医療法人　小池医院 〒562-0046 0727-22-5025医療法人小池医院　理小池　英明 平 9. 7. 1内   小   診療所
     箕面市桜ケ丘三丁目３番４号 常　勤:    2事長　小池　英明 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189414-01899 医療法人　水野眼科 〒562-0023 0727-27-6361医療法人　水野眼科　水野　薫 平10. 7. 1眼   診療所
     箕面市粟生間谷西二丁目箕面粟生常　勤:    1理事長　水野　薫 組織変更 現存
     第７団地２０４号室 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189514-01915 社会福祉法人ひじり福〒562-0015 0727-26-7700社会福祉法人ひじり福中井　公英 平10. 8. 1内   胃   婦  診療所
     祉会　紅葉の郷診療所箕面市稲六丁目１１番２０号 常　勤:    5祉会　理事長　安達　 新規 精   現存
     (医       5)弘 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189614-01923 医療法人恵生会　吉本〒562-0045 0727-24-1163医療法人　恵生会　理 本　博易 平10.12. 1内   小   皮  診療所
     診療所 箕面市瀬川二丁目４番１１号 常　勤:    1事長　吉本　博易 新規 放   現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 189714-01931 医療法人　石田クリニ〒562-0031 072-727-1177医療法人　石田クリニ石田　裕二 平11. 1. 1小   内   アレ診療所
     ック 箕面市小野原東四丁目２７番３３常　勤:    1ック　理事長　石田　 組織変更 現存
     号ドムス小野原１階 (医       1)裕二 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189814-01964 のぶとう眼科 〒562-0004 0727-20-1511延藤　圭子 延藤　圭子 平11. 9. 1眼   診療所
     箕面市牧落三丁目１３番３３号ア常　勤:    1 新規 現存
     クティブ箕面２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189914-01972 医療法人　是成耳鼻咽〒562-0001 072-721-1387医療法人　是成耳鼻咽是成　信利 平11. 9. 1耳い 診療所
     喉科 箕面市箕面六丁目２番１６号みの常　勤:    1喉科　理事長　是成　 移転 現存
     おヒルズ (医       1)信利 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190014-01998 古池クリニック 〒562-0003 0727-25-7527古池　雅治 古池　雅治 平11.11. 1内   循   皮  診療所
     箕面市西小路二丁目７番１６号箕常　勤:    1 新規 現存
     面朝日ビル３０１号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190114-02012 すみかわ整形外科 〒562-0046 0727-20-5539澄川　司 澄川　司 平12. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     箕面市桜ケ丘一丁目１番４８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190214-02053 梅村内科クリニック 〒562-0043 0727-21-1127梅村　康順 梅村　康順 平13. 7. 1内   診療所
     箕面市桜井二丁目１０番３６１０常　勤:    1 移転 現存
     １号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190314-02061 大黒医院 〒562-0036 0727-27-5210大黒　由紀 大黒　由紀 平13. 9. 1内   循   診療所
     箕面市船場西二丁目２番１号ニュ常　勤:    1 新規 現存
     ーエリモビル１階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190414-02095 医療法人　中島耳鼻科〒562-0043 0727-23-8433医療法人中島耳鼻科　中島　 士 平14. 1. 7耳い 診療所
     箕面市桜井一丁目１８番３号 常　勤:    1理事長　中島　 士 移転 現存
     (医       1) 平20. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190514-02103 かみはた耳鼻咽喉科 〒562-0004 0727-20-0020神畠　俊子 神畠　俊子 平14. 4. 1耳い 診療所
     箕面市牧落三丁目３番１３号ソレ常　勤:    1 新規 現存
     ーユミノオ２階２０２号室 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190614-02129 医療法人児成会　ハラ〒562-0005 0727-24-2010医療法人児成会　理事原納　晶 平14. 4. 1小   内   診療所
     ノ医院 箕面市新稲七丁目１４番１７号 常　勤:    1長　原納　晶 移転 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 190714-02152 医療法人神明会　印ど〒562-0012 0727-24-2824医療法人神明会　理事印藤　八郎 平15. 1. 1内   皮   外  診療所
     (14-62152 ) うメディカルクリニッ箕面市白島一丁目１５番５号 常　勤:    4長　印藤　八郎 組織変更 リハ 整外 歯  現存
     ク (医       3) 平27. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:   19
     (医       8)
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190814-02160 医療法人六然会　島こ〒562-0001 072-720-0550医療法人六然会　理事島　純子 平15. 1. 1小   診療所
     どもクリニック 箕面市箕面六丁目４番４６号みの常　勤:    1長　島　純子 組織変更 現存
     おメイト２０３号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190914-02178 おざわクリニック 〒562-0023 072-730-0721小澤　英二 小澤　英二 平15. 3. 1胃   こう 内  診療所
     箕面市粟生間谷西三丁目７番９号常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     シャトー野間１階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191014-02186 なんばら皮フ科 〒562-0001 072-721-1560南原　征哲 南原　征哲 平15. 3. 1皮   診療所
     箕面市箕面六丁目７番５３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191114-02194 医療法人箕伯会　やす〒562-0043 072-722-0061医療法人箕伯会　理事康村　勝史 平15. 7. 1外   整外 胃  診療所
     むらクリニック 箕面市桜井二丁目１１番地５号 常　勤:    1長　康村　勝史 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191214-02202 医療法人　石井整形外〒562-0001 0727-22-0543医療法人石井整形外科石井　正治 平15. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     科 箕面市箕面六丁目５番７号くもん常　勤:    1　理事長　石井　正治 組織変更 現存
     ぴあ箕面３階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191314-02210 医療法人　田中メンタ〒562-0001 072-720-2780医療法人田中メンタル田中　千足 平15. 7. 1精   心内 診療所
     ルクリニック 箕面市箕面一丁目８番１号箕面駅常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     前ビルディング３Ｆ (医       1)田中　千足 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191414-02236 ソラリス・クリニック〒562-0013 072-720-7882印藤　智佐子 印藤　智佐子 平15.10. 1皮   アレ 内  診療所
     箕面市坊島四丁目５番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191514-02269 医療法人　太田クリニ〒562-0003 072-724-1477医療法人太田クリニッ太田　光重 平15. 9. 1内   循   神内診療所
     ック 箕面市西小路三丁目１７番３７号常　勤:    1ク　理事長　太田　光 移転 放   現存
     (医       1)重 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 191614-02277 おおひなた耳鼻咽喉科〒562-0001 072-725-8133大日向　由光 大日向　由光 平15.11. 1耳い 診療所
     クリニック 箕面市箕面六丁目５番７号くもん常　勤:    1 新規 現存
     ぴあ箕面３階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191714-02285 箕面の郷診療所 〒562-0027 072-749-2277社会福祉法人三養福祉藤田　昌英 平16. 1. 1内   整外 リハ診療所
     箕面市石丸一丁目１４番１号 常　勤:    1会　理事長　菅　幹夫 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191814-02293 医療法人　共立さわら〒562-0025 072-726-1103医療法人共立さわらぎ清木　康雄 平16. 1. 1一般        13診療所
     ぎ産婦人科 箕面市粟生外院六丁目３番５号 常　勤:    2産婦人科　理事長　清 組織変更 産婦 現存
     (医       2)木　康雄 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191914-02301 村田医院 〒562-0045 072-700-7000村田　勇二 村田　勇二 平16. 2. 1内   循   リハ診療所
     箕面市瀬川二丁目５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192014-02319 豊能広域こども急病セ〒562-0014 072-729-1981一般財団法人箕面市医原納　晶 平15.12.21小   診療所
     ンター 箕面市萱野五丁目１番１４号 常　勤:    1療保健センター　理事 移転 現存
     (医       1)長　重松　剛 平27.12.21
     非常勤:   91
     (医      91)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192114-02327 すみ内科クリニック 〒562-0031 072-727-2100鷲見　誠一 鷲見　誠一 平16.10. 1内   診療所
     箕面市小野原東五丁目２番８号ア常　勤:    1 新規 内科、糖尿病内現存
     ネックス箕面１階 (医       1) 平28.10. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192214-02335 リー内科クリニック 〒562-0001 072-721-5561李　 植 李　 植 平16. 9. 1内   呼   循  診療所
     箕面市箕面五丁目１３番３７号箕常　勤:    1 移転 現存
     面ニュープラザＢ－１０６ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192314-02343 医療法人　武田クリニ〒562-0042 0727-24-3555医療法人武田クリニッ武田　勝文 平17. 2. 1外   整外 リハ診療所
     ック 箕面市百楽荘二丁目２番１号 常　勤:    1ク　理事長　武田　勝 移転 内   皮   現存
     (医       1)文 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192414-02350 ＣＯＭ内科クリニック〒562-0035 072-730-5600植田　高彰 植田　高彰 平17. 5. 1内   診療所
     箕面市船場東二丁目５番４７号Ｃ常　勤:    1 新規 現存
     ＯＭ３号館４階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 192514-02368 医療法人もみじの手　〒562-0004 072-723-0351医療法人もみじの手　狩谷　佳宣 平17. 5. 1一般        18診療所
     箕面レディースクリニ箕面市牧落三丁目３番３３号 常　勤:    4理事長　狩谷　佳宣 移転 産   婦   麻  現存
     ック (医       4) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192614-02376 医療法人　すま皮フ科〒562-0001 072-720-2845医療法人　すま皮フ科須磨　升美 平17. 7. 1皮   形外 アレ診療所
     クリニック 箕面市箕面六丁目５番７号　くも常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     んぴあビル３階 (医       1)須磨　升美 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192714-02418 医療法人　マックシー〒562-0033 072-727-7770医療法人　マックシー伊藤　芳晴 平18. 5. 1一般        70病院
     ル　巽今宮病院 箕面市今宮三丁目１９番２７号 常　勤:    6ル　理事長　巽　孝彦 新規 療養        40現存
     (医       6) 平30. 5. 1内   リハ 放  
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192814-02434 箕面神経サナトリウム〒562-0004 072-722-3966医療法人社団澄鈴会　清田　吉和 平18. 4. 1精神       345病院
     箕面市牧落五丁目６番１７号 常　勤:    9理事長　秋山　典子 組織変更 精   現存
     (医       9) 平30. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192914-02459 医療法人　恵希会　さ〒562-0013 072-724-2023医療法人　恵希会　理阪本　勝彦 平18. 7. 1内   小   診療所
     かもと医院 箕面市坊島四丁目１番２４号　Ｗ常　勤:    1事長　阪本　勝彦 組織変更 内科、糖尿病内現存
     ２－１０１ (医       1) 平24. 7. 1科、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193014-02467 医療法人　清順堂　た〒562-0033 0727-29-7615医療法人　清順堂　理為永　清吾 平18. 7. 1一般        50病院
     (14-62467 ) めなが温泉病院 箕面市今宮四丁目５番２４号 常　勤:    8事長　為永　清吾 組織変更 精神       266現存
     (医       7) 平24. 7. 1内   精   神  
     (歯       1) 循   放   リハ
     非常勤:    9 歯   
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193114-02475 医療法人　平田眼科 〒562-0043 0727-25-2544医療法人　平田眼科　平田　昭 平19. 1. 1眼   診療所
     箕面市桜井一丁目１８番３号 常　勤:    1理事長　平田　昭 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193214-02483 医療法人秀悠会　中川〒562-0045 072-720-5454医療法人秀悠会　理事山﨑　晶 平19. 3. 1内   透析 麻  診療所
     クリニック第二診療所箕面市瀬川四丁目３番６０号 常　勤:    1長　中川　秀幸 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1内科（人工透析
     非常勤:    2 ）
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 193314-02491 くさかクリニック 〒562-0022 072-749-3717日下　泰子 日下　泰子 平19. 4. 1内   循   診療所
     箕面市粟生間谷東一丁目３３番３常　勤:    1 新規 現存
     号フィールズ箕面１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193414-02509 医療法人光明会　守明〒562-0036 072-726-0078医療法人光明会　理事堀田　武志 平19. 4. 1整外 循   リハ診療所
     医院 箕面市船場西三丁目８番１１号Ｃ常　勤:    2長　堀田　武志 新規 和漢 内   現存
     ＯＭプラザ１Ｆ (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193514-02525 医療法人社団和風会　〒562-0032 072-726-3300医療法人社団和風会　橋本　康子 平19.11. 1一般    病院
     千里リハビリテーショ箕面市小野原西四丁目６番１号 常　勤:    8理事長　橋本　康子 新規 療養       172現存
     ン病院 (医       8) 平25.11. 1内   リハ 
     非常勤:   60
     (医      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193614-02541 医療法人　もみじの手〒562-0004 072-720-7172医療法人もみじの手　藪田　憲治 平20. 2. 1小   診療所
     　箕面レディースクリ箕面市牧落三丁目４番１０号 常　勤:    2理事長　狩谷　佳宣 新規 現存
     ニック分院　小児科 (医       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193714-02558 医療法人和心会　ほそ〒562-0025 072-727-0234医療法人和心会　理事細井　和貴 平20. 1. 1脳外 内   外  診療所
     いクリニック 箕面市粟生外院一丁目４番１３号常　勤:    1長　細井　和貴 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193814-02566 ちゃのき皮膚科クリニ〒562-0043 072-720-7474茶之木　美也子 茶之木　美也子 平20. 4. 1皮   診療所
     ック 箕面市桜井一丁目１番２６号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193914-02574 ふるかわ医院 〒562-0043 072-722-0109古河　聡 古河　聡 平20. 5. 1内   神内 診療所
     箕面市桜井一丁目１番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194014-02590 田中内科医院 〒562-0014 072-722-8611田中　康平 田中　康平 平20. 5. 1内   診療所
     箕面市萱野三丁目５番７号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194114-02608 りんどうクリニック 〒562-0036 072-728-1215志水　隆之 志水　隆之 平20. 6. 1精   心内 内  診療所
     箕面市船場西三丁目８番１０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 194214-02624 松島クリニック 〒562-0028 072-727-5220松島　貴志 松島　貴志 平21. 2. 1眼   形外 皮  診療所
     箕面市彩都粟生南一丁目１番３５常　勤:    2 新規 現存
     号ボナール・ディアコート１階 (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194314-02632 医療法人啓明会　相原〒562-0004 072-723-9000医療法人啓明会　理事相原　智彦 平21. 4. 1一般        31病院
     病院 箕面市牧落三丁目４番３０号 常　勤:    5長　相原　智彦 移転 外   整外 消  現存
     (医       5) 平27. 4. 1こう リハ 麻  
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194414-02640 滝沢小児科 〒562-0032 072-729-3455滝沢　恭子 滝沢　恭子 平21. 7. 1小   診療所
     箕面市小野原西六丁目１２番１号常　勤:    1 移転 現存
     岩永ビル１階　１０３号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194514-02657 医療法人　わくい耳鼻〒562-0031 072-727-1661医療法人わくい耳鼻科涌井　慎哉 平21. 8. 1耳い 診療所
     科 箕面市小野原東三丁目４番１７号常　勤:    1　理事長　涌井　慎哉 移転 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194614-02673 医療法人嵩美会　みほ〒562-0022 072-726-0909医療法人嵩美会　理事中野　美千穂 平22. 1. 1アレ 小   リウ診療所
     (14-62673 ) クリニック 箕面市粟生間谷東五丁目２５番２常　勤:    2長　中野　美千穂 組織変更 歯   現存
     ３号 (医       1) 平28. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194714-02699 医療法人社団生和会　〒562-0028 072-728-7770医療法人社団生和会　福澤　正洋 平22. 5. 1療養 病院
     彩都リハビリテーショ箕面市彩都粟生南一丁目１番２０常　勤:    8理事長　福澤　正洋 新規     療養   120現存
     ン病院 号 (医       8) 平28. 5. 1リハ 内   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194814-02723 いしざき眼科 〒562-0034 072-728-8366石﨑　登 石﨑　登 平23. 1. 1眼   診療所
     箕面市西宿一丁目１２番８号みの常　勤:    1 新規 現存
     おキューズモールＥＡＳＴ３－２(医       1) 平29. 1. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194914-02731 もんた内科クリニック〒562-0003 072-722-5855門田　真紀 門田　真紀 平23. 4. 1内   診療所
     箕面市西小路五丁目５番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195014-02749 医療法人　桜箕会　前〒562-0041 072-724-5177医療法人　桜箕会　理前田　密 平23. 7. 1内   消   診療所
     田内科クリニック 箕面市桜４丁目１１番１５号箕面常　勤:    1事長　前田　密 組織変更 現存
     桜医療ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 195114-02756 おかだ眼科 〒562-0046 072-734-8182岡田　ちはる 岡田　ちはる 平23. 9. 1眼   診療所
     箕面市桜ケ丘４丁目１１番１５号常　勤:    1 新規 現存
     桜ヶ丘ビル２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195214-02764 小野原いくしま眼科 〒562-0032 072-737-8686生島　徹 生島　徹 平24. 2. 1眼   診療所
     箕面市小野原西６丁目１２番１号常　勤:    1 新規 現存
     岩永ビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195314-02798 医療法人　来香理会　〒562-0032 072-735-7150医療法人　来香理会　新見　行人 平25. 1. 1内   消   外  診療所
     内科外科にいみ医院 箕面市小野原西五丁目１２番３２常　勤:    1理事長　新見　行人 組織変更 こう 現存
     号ティンガルコート１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195414-02806 医療法人　信裕会　宮〒562-0012 072-721-2627医療法人　信裕会　理宮崎　信雄 平25. 7. 1耳い 診療所
     崎クリニック 箕面市白島１丁目１番１８号 常　勤:    1事長　宮崎　信雄 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195514-02814 白島荘診療所 〒562-0012 072-724-5511社会福祉法人大阪府社岸本　 文 平26. 9. 1内   外   診療所
     箕面市白島三丁目５番５０号 常　勤:    1会福祉事業団　理事長 新規 現存
     (医       1)　行松　英明 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195614-02822 医療法人　三木整形外〒562-0011 072-724-8482医療法人三木整形外科三木　正士 平26. 8.27整外 内   リウ診療所
     科内科 箕面市如意谷四丁目５番１５号 常　勤:    1内科　理事長　三木　 移転 リハ 麻   現存
     (医       1)正士 平26. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195714-02830 医療法人尽久会　久原〒562-0001 072-737-5031医療法人尽久会　理事久原　毅 平27. 1. 1外   内   診療所
     医院 箕面市箕面６丁目１０番４３号 常　勤:    1長　久原　毅 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195814-02848 箕面の森整形外科クリ〒562-0013 072-723-0052森　裕之 森　裕之 平27. 2. 1整外 リハ 診療所
     ニック 箕面市坊島５丁目４－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195914-02855 仁寿クリニック 〒562-0023 072-700-1499李　泰喜 李　泰喜 平27. 5. 1脳外 内   診療所
     箕面市粟生間谷西３丁目１５番１常　勤:    1 移転 現存
     ０号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196014-02863 すえはら内科クリニッ〒562-0024 072-734-7788末原　節代 末原　節代 平28. 6. 1内   診療所
     ク 箕面市粟生新家４－１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196114-02871 いとうクリニック 〒562-0041 072-737-8011伊藤　大 伊藤　大 平28. 9.12内   消   診療所
     箕面市桜４丁目１７番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.12
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 196214-02889 ふじもとクリニック 〒562-0043 072-737-7186藤本　研治 藤本　研治 平28.10.12内   消   診療所
     箕面市桜井１－７－２０－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196314-02897 医療法人　笠原小児科〒562-0041 072-721-2032医療法人笠原小児科　笠原　勝 平28.10. 3小   内   診療所
     箕面市桜五丁目１４番４号 常　勤:    2理事長　笠原　勝 移転 現存
     (医       2) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196414-02913 松本眼科クリニック 〒562-0003 072-724-8898松本　 一 松本　 一 平29. 1. 1眼   診療所
     箕面市西小路２丁目８－２１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196514-02921 もみじ在宅診療所 〒562-0003 072-720-0050麻田　博輝 麻田　博輝 平29. 2. 1内   呼内 消  診療所
     箕面市西小路５丁目４番１８号 常　勤:    2 移転 神内 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196614-02939 医療法人華之会　カン〒562-0026 072-726-8739医療法人華之会　理事大 　健二 平29. 8. 1外   内   循  診療所
     ナ外院クリニック 箕面市外院二丁目１４－１　ＭＫ常　勤:    1長　大 　健二 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196714-02947 かのう内科クリニック〒562-0004 072-737-6555加納　義浩 加納　義浩 平29.11. 1内   消   胃  診療所
     箕面市牧落三丁目１４番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196814-02954 医療法人秀悠会　中川〒563-0257 072-703-4870医療法人秀悠会　理事林　正人 平30. 1. 8内   透析 診療所
     クリニックしんまち診箕面市森町中３丁目９番７号 常　勤:    1長　中川　秀幸 新規 現存
     療所 (医       1) 平30. 1. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196914-02962 箕面良風クリニック 〒562-0043 072-734-6917三浦　道子 三浦　道子 平30. 4. 1内   透析 診療所
     箕面市桜井３丁目８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197015-00716 医療法人仁志会　西眼〒537-0025 06-6981-1132医療法人仁志会　理事西　興史 昭32.10. 1一般        28病院
     科病院 大阪市東成区中道四丁目１４番２常　勤:    5長　西　興史 新規 眼   現存
     ６号 (医       5) 平29.10. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197115-01540 矢島眼科医院 〒537-0024 06-6981-6806矢島　吉子 矢島　吉子 昭36. 3. 1眼   診療所
     大阪市東成区東小橋３－１３－３常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平30. 3. 1
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 197215-01649 医療法人風早会　外科〒537-0002 06-6971-3506医療法人風早会　理事野崎　俊一 昭37. 1. 1一般        47病院
     野﨑病院 大阪市東成区深江南二丁目２０番常　勤:    3長　野﨑　俊一 新規 外   整外 胃  現存
     １５号 (医       3) 平28. 1. 1内   こう 循  
     非常勤:   30 リハ 眼   
     (医      30) 胃腸内科・肛門
     外科・循環器内
     科・乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197315-02050 医療法人中本会　中本〒537-0025 06-6972-2121医療法人中本会　理事廣瀬　保 昭44. 5. 1一般        55病院
     病院 大阪市東成区中道四丁目１３番１常　勤:    5長　伊東　学 新規 療養        60現存
     ２号 (医       5) 平29. 5. 1整外 内   外  
     非常勤:   37 皮   胃   循  
     (医      37) リウ リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197415-02258 医療法人公道会　公道〒537-0013 06-6976-3081医療法人　公道会　理折野　達彦 昭49. 5. 1一般        36病院
     会病院 大阪市東成区大今里南五丁目５番常　勤:    5事長　天野　良男 療養       105現存
     ２３号 (医       5) 平28. 5. 1内   外   整外
     非常勤:   19 リハ 皮   呼内
     (医      19) 消   循   神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197515-02357 公益財団法人大阪市救〒537-0014 06-6972-0767公益財団法人大阪市救中村　正廣 昭51. 4. 2内   小   診療所
     急医療事業団　今里休大阪市東成区大今里西三丁目６番常　勤:    1急医療事業団　理事長 新規 現存
     日急病診療所 ６号 (医       1)　甲田　伸一 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197615-02506 医療法人野中会　東成〒537-0014 06-6981-2508医療法人野中会　理事野中　一彦 昭53. 4. 1一般        55病院
     病院 大阪市東成区大今里西二丁目７番常　勤:    6長　野中　一彦 新規 内   外   こう現存
     １７号 (医       6) 平29. 4. 1整外 リウ リハ
     非常勤:   24 放   
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197715-02589 広田眼科医院 〒537-0013 06-6975-2419広田　洋子 広田　洋子 昭55. 2. 1眼   診療所
     大阪市東成区大今里南一丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     番１６号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197815-02795 富畑第二診療所 〒537-0014 06-6981-0610富畑　滋 富畑　滋 昭59. 2. 1内   リハ 診療所
     大阪市東成区大今里西三丁目２番常　勤:    2 新規 現存
     ６８号 (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197915-02944 木下診療所 〒537-0025 06-6971-6107上原　泰夫 上原　泰夫 昭61.10.16内   消   循  診療所
     大阪市東成区中道二丁目２１番９常　勤:    1 継承 外   放   小  現存
     号 (医       1) 平28.10.16リハ 
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 198015-02951 医療法人　深江診療所〒537-0022 06-6974-5501医療法人深江診療所　深江　大藏 昭62. 1. 1内   小   診療所
     大阪市東成区中本五丁目１３番１常　勤:    1理事長　深江　大 組織変更 現存
     ０号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198115-02969 医療法人財団恵友会　〒537-0002 06-6971-3480医療法人財団恵友会　内藤　雅敏 昭62. 2. 1一般        23病院
     内藤病院 大阪市東成区深江南二丁目７番２常　勤:    3理事長　内藤　雅敏 組織変更 内   小   現存
     ３号 (医       3) 平29. 2. 1
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198215-02977 医療法人　健生会　福〒537-0021 06-6974-2220医療法人　健生会　理福田　祥大 昭62. 4. 1内   呼   胃  診療所
     田診療所 大阪市東成区東中本一丁目４番１常　勤:    2事長　福田　祥大 組織変更 循   放   現存
     ７号 (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198315-03009 生活協同組合ヘルスコ〒537-0012 06-6971-8054生活協同組合ヘルスコ徳山　民子 昭62.12. 1内   皮   ひ  診療所
     ープおおさか　いまざ大阪市東成区大今里一丁目２３番常　勤:    1ープおおさか　理事長 新規 現存
     と診療所 １２号 (医       1)　水野　俊和 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198415-03033 医療法人宏明会　福地〒537-0013 06-6975-1230医療法人宏明会　理事福地　悟 昭63. 1. 1一般        10診療所
     眼科 大阪市東成区大今里南六丁目５番常　勤:    2長　福地　悟 組織変更 眼   現存
     １７号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198515-03108 医療法人　岩本診療所〒537-0024 06-6971-2522医療法人岩本診療所　岩本　伸一 昭64. 1. 1一般         7診療所
     大阪市東成区東小橋一丁目２番１常　勤:    2理事長　岩本　伸一 組織変更 内   外   現存
     １号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198615-03140 医療法人　飯盛医院 〒537-0013 06-6971-6411医療法人飯盛医院　理飯盛　章雄 昭56. 4. 1内   循   診療所
     大阪市東成区大今里南五丁目１０常　勤:    1事長　飯盛　章雄 新規 現存
     番１４号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198715-03157 医療法人　新名眼科 〒537-0012 06-6976-7861医療法人新名眼科　理新名　健治 昭44. 3. 1眼   診療所
     大阪市東成区大今里四丁目２７番常　勤:    1事長　新名　健治 新規 現存
     ３２号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198815-03173 医療法人　中田クリニ〒537-0014 06-6974-6545医療法人中田クリニッ中田　俊平 昭54. 4. 1外   整外 内  診療所
     ック 大阪市東成区大今里西一丁目６番常　勤:    1ク理事長　中田　俊平 新規 胃   ひ   放  現存
     ３３号 (医       1) 平28. 7. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 198915-03181 医療法人緑風会　緑橋〒537-0021 06-6971-7260医療法人緑風会　理事和田　彰子 平元. 7. 1内   小   診療所
     診療所 大阪市東成区東中本二丁目６番２常　勤:    1長　和田　純子 組織変更 現存
     ３号 (医       1) 平元. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199015-03199 医療法人　光信診療所〒537-0003 06-6971-6887医療法人光信診療所　光信　昌明 昭33. 6.12外   整外 内  診療所
     大阪市東成区神路一丁目８番６号常　勤:    1理事長　光信　昌明 新規 胃   放   皮  現存
     (医       1) 平28. 7. 1ひ   こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199115-03223 竹井クリニック 〒537-0014 06-6976-4671竹井　通博 竹井　通博 平 2. 4. 1内   外   整外診療所
     大阪市東成区大今里西三丁目１０常　勤:    1 新規 リハ 現存
     番９号シティアーク今里平成館１(医       1) 平29. 4. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199215-03231 医療法人　大庭医院 〒537-0023 06-6971-2910医療法人　大庭医院　大庭　宗三郎 平 2. 7. 1内   小   外  診療所
     大阪市東成区玉津二丁目１４番２常　勤:    2理事長　大庭　宗三郎 組織変更 皮   リハ 放  現存
     ９号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199315-03256 医療法人　吉田医院 〒537-0024 06-6971-3839医療法人吉田医院　理川口　義 平 2. 7. 1内   小   診療所
     大阪市東成区東小橋三丁目８番９常　勤:    2事長　川口　義 組織変更 現存
     号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199415-03298 高クリニック 〒537-0013 06-6973-0065高　泳俊 高　泳俊 平 2.11. 1内   小   診療所
     大阪市東成区大今里南三丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番１３号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199515-03348 医療法人　はせべ医院〒537-0022 06-6981-1916医療法人はせべ医院　長谷部　誠司 平 3. 7. 1耳い 診療所
     大阪市東成区中本１－１０－１７常　勤:    1理事長　長谷部　誠司 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199615-03389 医療法人　山﨑診療所〒537-0013 06-6981-0171医療法人山﨑診療所　連　美知子 平 5. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市東成区大今里南一丁目５番常　勤:    1理事長　連　美知子 組織変更 現存
     １１号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199715-03397 医療法人深田会　村尾〒537-0025 06-6971-4020医療法人深田会村尾医村尾　卓哉 平 5. 1. 1一般         3診療所
     医院 大阪市東成区中道二丁目２５番１常　勤:    1院　理事長　村尾　卓 組織変更 内   消   現存
     ０号 (医       1)哉 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   221 頁

 199815-03488 医療法人　吉村診療所〒537-0012 06(6981)5177医療法人吉村診療所　吉村　守雄 平 6. 7. 1内   小   外  診療所
     大阪市東成区大今里１－２０－３常　勤:    1理事長　吉村　守雄 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199915-03496 医療法人梓会　渡辺耳〒537-0013 06-6981-7000医療法人梓会　理事長渡邉　猛世 平 7. 1. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 大阪市東成区大今里南一丁目１番常　勤:    1　渡邉　猛世 組織変更 現存
     １８号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200015-03504 医療法人　中村医院 〒537-0013 06-6981-1879医療法人中村医院　理中村　敬夫 平 7. 1. 1外   内   胃  診療所
     大阪市東成区大今里南三丁目３番常　勤:    1事長　中村　敬夫 組織変更 皮   放   現存
     ３号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200115-03520 医療法人朋愛会　朋愛〒537-0012 06-6973-1122医療法人朋愛会　理事左川　均 平 7. 1. 1一般       105病院
     病院 大阪市東成区大今里一丁目２５番常　勤:    9長　依田　久実 組織変更 療養        94現存
     １１号 (医       9) 平28. 1. 1内   外   整外
     非常勤:   20 脳外 皮   耳い
     (医      20) リハ 循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200215-03546 医療法人　西井クリニ〒537-0021 06-6976-5182医療法人　西井クリニ西井　聡 平 7. 7. 1内   胃   放  診療所
     ック 大阪市東成区東中本二丁目１６番常　勤:    1ック　理事長　西井　 組織変更 現存
     ２８号中央ビル２階 (医       1)聡 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200315-03561 柴山神経科クリニック〒537-0021 06-6971-5117柴山　岳史 柴山　岳史 平 8. 1. 1精   診療所
     大阪市東成区東中本三丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200415-03587 前田診療所 〒537-0021 06-6977-1955前田　洋一 前田　洋一 平 8. 2. 1内   リハ 婦  診療所
     大阪市東成区東中本二丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     １９号ロイヤル・ラフィーネ１階(医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200515-03595 萩原医院 〒537-0013 06-6981-5008萩原　辰男 萩原　辰男 平 8.11. 1内   消   診療所
     大阪市東成区大今里南一丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １３号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200615-03603 医療法人　長田医院 〒537-0002 06-6973-5500医療法人　長田医院　長田　栄一 平 9. 1. 1外   整外 内  診療所
     大阪市東成区深江南一丁目１０番常　勤:    1理事長　長田　栄一 組織変更 こう リハ 現存
     ８号ピア・メゾン深江１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200715-03611 稲垣医院 〒537-0013 06-6974-0543稲垣　王子 稲垣　王子 平 9. 5. 1内   リハ 診療所
     大阪市東成区大今里南三丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番１５号 (医       1) 平30. 5. 1
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 200815-03645 医療法人　近藤小児科〒537-0021 06-6971-3716医療法人近藤小児科ク近藤　 磨 平 9. 7. 1小   診療所
     クリニック 大阪市東成区東中本二丁目１６番常　勤:    1リニック　理事長　近 組織変更 現存
     １９号ロイヤルラフィーネ１０２(医       1)藤　 磨 平24. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200915-03652 石川泌尿器科 〒537-0024 06-6977-4858石川　泰章 石川　泰章 平 9. 9. 1ひ   診療所
     大阪市東成区東小橋三丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ３１号鶴橋ライフビル４階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201015-03686 光林クリニック 〒537-0001 06-6972-8844光林　茂 光林　茂 平 9. 8. 1ひ   皮   アレ診療所
     大阪市東成区深江北一丁目３番１常　勤:    1 移転 内   小   循  現存
     ９号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201115-03694 山水診療所 〒537-0003 06-6974-7388社会福祉法人山水学園岡島　明美 平 9.11. 1内   外   診療所
     大阪市東成区神路一丁目１０番３常　勤:    1　理事長　大橋　知行 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201215-03702 いわきクリニック 〒537-0022 06-6974-5067岩木　研次郎 岩木　研次郎 平10. 1. 1整外 内   リウ診療所
     大阪市東成区中本二丁目７番１５常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号レジデンス朝日１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201315-03710 医療法人　養裕会　佐〒537-0013 06-6971-0855医療法人養裕会　理事佐々木　裕次 平10. 1. 1整外 麻   リウ診療所
     々木整形外科 大阪市東成区大今里南四丁目７番常　勤:    1長　佐々木　裕次 組織変更 リハ 現存
     １１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201415-03728 医療法人　山本整形外〒537-0024 06-6971-6252医療法人山本整形外科山本　正紀 平10. 1. 1整外 リハ 診療所
     科 大阪市東成区東小橋三丁目１番９常　勤:    1　理事長　山本　正紀 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201515-03751 田クリニック 〒537-0025 06-4259-0870 田　義和 田　義和 平11. 1. 1婦   内   皮  診療所
     大阪市東成区中道二丁目８番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201615-03785 医療法人　優心会　優〒537-0003 06-6977-2626医療法人　優心会　理秋山　剛 平11. 7. 1内   循   外  診療所
     心会クリニック 大阪市東成区神路一丁目５番８号常　勤:    1事長　中村　充彦 組織変更 整外 皮   リハ現存
     ホワイトグロリア１階・２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 201715-03801 医療法人　中村クリニ〒537-0021 06-6971-0860医療法人　中村クリニ中村　正廣 平12. 1. 1外   胃   こう診療所
     ック 大阪市東成区東中本二丁目１番２常　勤:    1ック　理事長　中村　 組織変更 リハ 現存
     １号 (医       1)正廣 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201815-03819 医療法人　神愛会　宮〒537-0003 06-6975-0115医療法人　神愛会　理宮本　肇 平12. 1. 1内   外   整外診療所
     本クリニック 大阪市東成区神路三丁目１０番４常　勤:    2事長　宮本　肇 組織変更 放   眼   現存
     号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201915-03835 医療法人　速水皮膚科〒537-0013 06-6971-8817医療法人　速水皮膚科速水　淳史 平12. 3. 1皮   アレ 診療所
     大阪市東成区大今里南一丁目１２常　勤:    2　理事長　速水　淳史 移転 現存
     番１３号かしの木ビル２階 (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202015-03850 医療法人　切通眼科 〒537-0021 06-6981-0148医療法人　切通眼科　切通　孝子 平13. 3. 1眼   診療所
     大阪市東成区東中本一丁目１５番常　勤:    3理事長　切通　孝子 移転 現存
     ２３号 (医       3) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202115-03876 山内眼科 〒537-0013 06-4259-3222山内　俊男 山内　俊男 平13. 6. 1眼   診療所
     大阪市東成区大今里南一丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番１３号かしの木ビル３階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202215-03892 古武診療所 〒537-0025 06-6978-3210古武　敏彦 古武　敏彦 平13.12. 1ひ   内   診療所
     大阪市東成区中道一丁目４番２号常　勤:    1 新規 現存
     森之宮スカイガーデンハウス１階(医       1) 平25.12. 1
     １０６号室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202315-03918 医療法人　川上クリニ〒537-0023 06-6977-2756医療法人　川上クリニ川上　朗 平14. 1. 1内   胃   リハ診療所
     ック 大阪市東成区玉津一丁目１１番２常　勤:    1ック　理事長　川上　 組織変更 放   現存
     ２号 (医       1)朗 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202415-03942 医療法人　キム診療所〒537-0013 06-6973-8282医療法人キム診療所　金　文秀 平15. 1. 1精   神内 診療所
     大阪市東成区大今里南三丁目１３常　勤:    1理事長　金　文秀 組織変更 現存
     番１３号高クリニックセンター３(医       1) 平27. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202515-03967 土谷内科医院 〒537-0002 06-6977-3633土谷　隆 土谷　隆 平15. 3. 1内   循   消  診療所
     大阪市東成区深江南一丁目１６番常　勤:    1 新規 呼   神内 小  現存
     ２６号 (医       1) 平27. 3. 1リハ 
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 202615-03983 中西心療内科・内科医〒537-0025 06-6978-2600中西　善久 中西　善久 平15. 5. 1精   小   心内診療所
     院 大阪市東成区中道二丁目１番１７常　勤:    1 新規 内   現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1児童精神科、精
     非常勤:    1 神科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202715-03991 うしろ耳鼻咽喉科 〒537-0022 06-6971-7578牛呂　公一 牛呂　公一 平15. 6. 1耳い 診療所
     大阪市東成区中本三丁目１１番１常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202815-04023 医療法人健進会　鍋嶋〒537-0003 06-6976-5157医療法人健進会　理事鍋嶋　晋次 平16. 1. 1内   ひ   診療所
     クリニック 大阪市東成区神路一丁目６番５号常　勤:    1長　鍋嶋　晋次 組織変更 現存
     Ｍ・Ｓコート１・２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202915-04031 ハミングベル中道診療〒537-0025 06-6971-9788社会福祉法人森の宮福上原　泰夫 平16. 5. 1内   外   リハ診療所
     所 大阪市東成区中道二丁目７番１号常　勤:    1祉会　理事長　石塚　 新規 精   皮   現存
     (医       1)克哉 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203015-04056 大谷透内科 〒537-0025 06-6978-1181大谷　透 大谷　透 平16. 5. 1消   内   診療所
     大阪市東成区中道一丁目４番２号常　勤:    1 新規 現存
     森之宮スカイガーデンハウス２０(医       1) 平28. 5. 1
     ５ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203115-04072 医療法人　いながきレ〒537-0025 06-6974-3665医療法人いながきレデ稲垣　実 平16. 7. 1産婦 診療所
     ディースクリニック 大阪市東成区中道一丁目２番７号常　勤:    1ィースクリニック　理 組織変更 現存
     ２階 (医       1)事長　稲垣　実 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203215-04080 長野医院 〒537-0003 06-4259-7636長野　昭太郎 長野　昭太郎 平16. 8. 1内   麻   診療所
     大阪市東成区神路三丁目１４番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203315-04098 医療法人藤井会　深江〒537-0002 06-6977-2955医療法人藤井会　理事尼木　純子 平16. 9. 1ひ   診療所
     クリニック 大阪市東成区深江南三丁目２２番常　勤:    2長　藤井　弘史 新規 現存
     １３号藤井産業布施口ビル２階・(医       2) 平28. 9. 1
     ３階 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 203415-04106 山崎医院 〒537-0013 06-6971-3436山崎　惠正 山崎　惠正 平16. 8. 8内   小   耳い診療所
     大阪市東成区大今里南一丁目５番常　勤:    2 継承 現存
     １０号 (医       2) 平28. 8. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203515-04122 佐々木医院 〒537-0022 06-6981-2592佐々木　義仁 佐々木　義仁 平17. 1. 1外   こう 内  診療所
     大阪市東成区中本五丁目９番４号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203615-04148 秋岡診療所 〒537-0011 06-6981-2255秋岡　要 秋岡　要 平17.10. 1内   循   診療所
     大阪市東成区東今里一丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203715-04155 医療法人隆福会　福川〒537-0024 06-6974-2338医療法人隆福会　理事福川　隆 平17.10. 1内   リハ 診療所
     内科クリニック 大阪市東成区東小橋三丁目１７番常　勤:    1長　福川　隆 移転 現存
     ７号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203815-04163 林クリニック 〒537-0021 06-6973-0148林　正則 林　正則 平18. 3. 1内   麻   リハ診療所
     大阪市東成区東中本三丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     １５号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203915-04171 長原耳鼻咽喉科 〒537-0025 06-6976-8733長原　昌萬 長原　昌萬 平18. 3. 1耳い 気食 アレ診療所
     大阪市東成区中道一丁目５番１９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204015-04197 社会医療法人大道会　〒537-0025 06-6981-9600社会医療法人大道会　細木　拓野 平18. 5. 1放   診療所
     森之宮クリニック 大阪市東成区中道一丁目３番１５常　勤:    3理事長　大道　道大 新規 現存
     号 (医       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204115-04221 医療法人　大野医院 〒537-0014 06-6976-0132医療法人大野医院　理大野　雅文 平19. 1. 1内   小   循  診療所
     大阪市東成区大今里西一丁目１７常　勤:    2事長　大野　雅文 組織変更 アレ 放   リハ現存
     番２６号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204215-04247 医療法人栄仁会　福井〒537-0024 06-6971-7777医療法人栄仁会　理事福井　栄一 平19. 7. 1内   循   アレ診療所
     内科循環器科 大阪市東成区東小橋一丁目５番６常　勤:    1長　福井　栄一 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204315-04254 医療法人　西岡医院 〒537-0024 06-6971-5573医療法人西岡医院　理 岡　仁郎 平19. 7. 1内   透析 リハ診療所
     大阪市東成区東小橋三丁目９番１常　勤:    1事長　西岡　仁郎 組織変更 内科、人工透析現存
     ８号 (医       1) 平25. 7. 1内科
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 204415-04288 医療法人弘善会　矢木〒537-0011 06-6978-2307医療法人弘善会　理事谷口　博克 平20. 2. 1一般        92病院
     脳神経外科病院 大阪市東成区東今里二丁目１２番常　勤:   10長　矢木　崇善 移転 脳外 整外 リハ現存
     １３号 (医      10) 平26. 2. 1麻   神内 放  
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204515-04296 岡本内科クリニック 〒537-0014 06-6972-7785岡本　章寛 岡本　章寛 平20. 9. 1内   心内 精  診療所
     大阪市東成区大今里西一丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     番５号ロハスプラザ今里２０７号(医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204615-04320 今里いながき整形外科〒537-0012 06-6981-2772稲垣　泰司 稲垣　泰司 平21. 5. 1整外 リハ 診療所
     大阪市東成区大今里三丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204715-04338 増田小児科医院 〒537-0003 06-6976-3171増田　清和 増田　清和 平21. 4. 1小   アレ 内  診療所
     大阪市東成区神路四丁目５番９号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204815-04346 住本医院 〒537-0001 06-6971-4508医療法人住本会　理事住本　公日乙 平21. 7. 1整外 内   リウ診療所
     大阪市東成区深江北二丁目９番２常　勤:    1長　住本　公日乙 移転 リハ 現存
     ０号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204915-04361 学校法人森ノ宮医療学〒537-0022 06-6976-3901学校法人森ノ宮医療学宮﨑　義雄 平22. 1. 1内   循   和漢診療所
     園　附属みどりの風ク大阪市東成区中本三丁目１５番１常　勤:    2園　理事長　清水　尚 移転 心内 整外 リハ現存
     リニック ８号 (医       2)道 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205015-04411 はた整形外科・内科・〒537-0024 06-6971-0808畑　洋 畑　洋 平22. 5. 1整外 リウ 内  診療所
     リウマチ科 大阪市東成区東小橋一丁目９番１常　勤:    1 新規 循   現存
     ９号ＪＲ玉造駅ＮＫビル３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205115-04429 うえのメンタルクリニ〒537-0024 06-6978-2060植野　秀男 植野　秀男 平22. 6. 1心内 神内 精  診療所
     ック 大阪市東成区東小橋一丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号ＪＲ玉造駅ＮＫビル６Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205215-04437 ふじい皮ふ科 〒537-0024 06-6976-8181藤井　秀孝 藤井　秀孝 平22. 6. 1皮   診療所
     大阪市東成区東小橋一丁目９番１常　勤:    2 新規 現存
     ９号ＪＲ玉造駅ＮＫビル４Ｆ (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 205315-04452 いかわ内科クリニック〒537-0012 06-6753-7823井川　寛 井川　寛 平22.10. 1内   循   診療所
     大阪市東成区大今里一丁目３１番常　勤:    1 新規 現存
     １９号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205415-04460 医療法人快生会　大今〒537-0013 06-6971-2121医療法人快生会　理事別府　敬三 平22.10. 1内   精   診療所
     里ふれあいクリニック大阪市東成区大今里南一丁目３番常　勤:    2長　高尾　麻美 移転 現存
     １号大今里リハビリテーションセ(医       2) 平28.10. 1
     ンター１階 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205515-04486 医療法人　みゆき会　〒537-0012 06-6976-0048医療法人　みゆき会　前田　巨人 平23. 1. 1内   リハ 診療所
     よつ葉クリニック 大阪市東成区大今里三丁目１４番常　勤:    1理事長　前田　巨人 組織変更 現存
     ２３号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205615-04494 医療法人　新緑瞳会　〒537-0014 06-6977-7720医療法人　新緑瞳会　杉田　真一 平23. 7. 1眼   診療所
     杉田眼科クリニック 大阪市東成区大今里西１丁目２６常　勤:    1理事長　杉田　真一 組織変更 現存
     番５号ロハスプラザ今里２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205715-04502 新深江クリニック 〒537-0013 06-6747-9999医療法人公道会　理事田中　秀典 平23.11. 1内   外   整外診療所
     大阪市東成区大今里南五丁目１番常　勤:    1長　天野　良男 新規 現存
     １０号 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205815-04510 そがべ診療所 〒537-0022 06-6975-3300曽我部　豊志 曽我部　豊志 平23.11. 1内   胃   外  診療所
     大阪市東成区中本３丁目１番１号常　勤:    1 移転 整外 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205915-04544 医療法人　澤見内科 〒537-0001 06-6973-0500医療法人　澤見内科　澤見　和郎 平24. 9. 1内   循   消  診療所
     大阪市東成区深江北２丁目２番３常　勤:    1理事長　澤見　和郎 移転 リハ 放   現存
     号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206015-04569 医療法人　いなみや皮〒537-0014 06-6973-0086医療法人　いなみや皮稲宮　知美 平25. 7. 1皮   診療所
     フ科クリニック 大阪市東成区大今里西１丁目２６常　勤:    1フ科クリニック　理事 組織変更 現存
     －５ロハスプラザ今里２０５号 (医       1)長　稲宮　知美 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206115-04593 医療法人　明青会　あ〒537-0025 06-6753-7416医療法人　明青会　理金　雅子 平26. 1. 1婦   内   診療所
     やこレディースクリニ大阪市東成区中道３丁目１６番１常　勤:    1事長　金　雅子 組織変更 現存
     ック ５号ソレアード玉造２階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 206215-04601 医療法人　えびす会　〒537-0013 06-6224-3114医療法人　えびす会　阪本　憲彦 平26. 1. 1内   循   リハ診療所
     えびすクリニック 大阪市東成区大今里南１丁目１番常　勤:    1理事長　阪本　憲彦 組織変更 現存
     ２３号ノアーズアーク今里駅前１(医       1) 平26. 1. 1
     ０３号室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206315-04619 医療法人　玉造こども〒537-0025 06-7492-5061医療法人玉造こどもク長富　成守 平26. 7. 1小   アレ 診療所
     クリニック 大阪市東成区中道３丁目１６番１常　勤:    1リニック　理事長　長 組織変更 現存
     ５号ソレアード玉造２Ｆ (医       1)富　成守 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206415-04627 医療法人浩恵会　洪ク〒537-0024 06-6976-1510医療法人浩恵会　理事洪　文浩 平26. 7. 1内   消   外  診療所
     リニック 大阪市東成区東小橋一丁目９番１常　勤:    1長　洪　文浩 組織変更 こう 現存
     ９号ＪＲ玉造駅ＮＫビル２階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206515-04635 寺口小児科クリニック〒537-0014 06-6753-8241寺口　正之 寺口　正之 平26.10. 1小   アレ 診療所
     大阪市東成区大今里西１丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     番５号ロハスプラザ今里２階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206615-04643 医療法人大平会　大森〒537-0024 06-6977-8361医療法人大平会　理事大屋　道洋 平27. 7. 1ひ   内   診療所
     クリニック 大阪市東成区東小橋１－１０－６常　勤:    2長　大森　孝平 移転 現存
     (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206715-04650 医療法人　こんどう耳〒537-0014 06-6973-3387医療法人こんどう耳鼻近藤　千雅 平27. 7. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科クリニック 大阪市東成区大今里西一丁目２６常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     番５号ロハスプラザ今里２０３号(医       1)事長　近藤　千雅 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206815-04668 やまもと皮フ科クリニ〒537-0024 06-6974-2323山本　 由美 山本　 由美 平27.12. 1皮   形外 診療所
     ック 大阪市東成区東小橋３－１４－３常　勤:    1 新規 現存
     １鶴橋ライフビル６階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206915-04676 医療法人　まえだクリ〒537-0012 06-6977-1888医療法人まえだクリニ前田　史一 平28. 1. 1内   胃   外  診療所
     ニック 大阪市東成区大今里４丁目２７番常　勤:    1ック　理事長　前田　 移転 こう リハ 現存
     １５号 (医       1)史一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207015-04684 医療法人尚佳会　別所〒537-0012 06-6978-6868医療法人尚佳会　理事別所　啓伸 平28. 1. 1脳外 整外 内  診療所
     クリニック 大阪市東成区大今里三丁目２番１常　勤:    1長　別所　啓伸 組織変更 リハ 現存
     ０号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 207115-04692 りゅう耳鼻咽喉科クリ〒537-0024 06-6977-8133柳　 博 柳　 博 平28. 3.10耳い 気食 外  診療所
     ニック 大阪市東成区東小橋１－９－１９常　勤:    1 移転 現存
     ＪＲ玉造駅ＮＫビル５Ｆ (医       1) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207215-04700 医療法人　あさい内科〒537-0024 06-6978-0110医療法人あさい内科　浅井　晃 平28. 3. 1内   循   消  診療所
     大阪市東成区東小橋３－１７－１常　勤:    1理事長　浅井　晃 移転 現存
     大阪福助社２Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207315-04718 中山医院 〒537-0021 06-6971-0801津久井　伸一 津久井　伸一 平28. 5. 1産婦 診療所
     大阪市東成区東中本２丁目２番１常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207415-04726 社会医療法人　明生会〒537-0024 06-6971-6100社会医療法人　明生会申　性孝 平28.10. 1一般       133病院
     　明生第二病院 大阪市東成区東小橋一丁目１９番常　勤:    4　理事長　佐藤　利行 移転 内   外   脳外現存
     ２０号 (医       4) 平28.10. 1整外 リハ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207515-04742 わかばやし整形外科ク〒537-0025 06-6981-5050若林　英 若林　英 平29. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 大阪市東成区中道３丁目１７番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号パラファーレ・玉造１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207615-04759 医療法人優凜会　目黒〒537-0014 06-6977-3355医療法人優凜会　理事目黒　則男 平29. 3. 1ひ   内   診療所
     クリニック 大阪市東成区大今里西一丁目２６常　勤:    1長　目黒　則男 組織変更 現存
     番５号ロハスプラザ今里２０２ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207715-04775 医療法人明青会　たま〒537-0025 06-6972-0316医療法人明青会　理事芝本　恵 平29. 7. 1内   循   皮  診療所
     つくりクリニック 大阪市東成区中道三丁目１６番１常　勤:    2長　金　雅子 新規 アレ 現存
     ５号ソレアード玉造　１階 (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207816-01225 田橋医院 〒565-0861 06-6871-0526田橋　賢士 田橋　賢士 昭39. 7. 1内   小   診療所
     吹田市高野台１－４－３ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207916-01662 医療法人松柏会　榎坂〒564-0063 06-6384-3365医療法人松柏会　理事関山　隆史 昭42. 3. 1精神       360病院
     病院 吹田市江坂町４－３２－１ 常　勤:    8長　関山　隆史 組織変更 精   神   内  現存
     (医       8) 平30. 3. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 208016-02058 井伊医院 〒564-0022 06(6383)0745井伊　市子 井伊　市子 昭45. 1. 1内   精   神  診療所
     吹田市末広町４－１４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208116-02264 清水医院 〒564-0026 06-6382-5134清水　公 清水　公 昭46.11. 1小   内   診療所
     吹田市高浜町１０番２８号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208216-02314 みどり診療所 〒564-0062 06-6385-0265一般財団法人みどり健徳永　勝人 昭47.10. 1内   消   循  診療所
     吹田市垂水町三丁目２２番５号 常　勤:    3康管理センター　理事 新規 放   婦   外  現存
     (医       3)長　沖原　隆宗 平29.10. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208316-02389 大村外科 〒565-0862 06-6871-0584大村　卓也 大村　卓也 昭48. 5. 1外   胃   整外診療所
     吹田市津雲台４－２－４ 常　勤:    1 新規 皮   ひ   こう現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208416-02629 西野医院 〒565-0831 06-6876-1320西野　義輔 西野　義輔 昭52. 3. 1内   小   心内診療所
     吹田市五月が丘東１３番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208516-02645 小児科・内科小谷医院〒565-0822 06-6876-3384小谷　泰 小谷　泰 昭52. 7. 1内   循   小  診療所
     吹田市山田市場６番６号 常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平28. 7. 1内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208616-02777 エタニ内科 〒564-0051 06-6385-1310榎谷　信彰 榎谷　信彰 昭53. 4. 1内   診療所
     吹田市豊津町１３番３９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208716-02983 医療法人ダイワ会　大〒564-0062 06-6380-1981医療法人ダイワ会　理谷浦　武仁 昭55. 3. 1一般       131病院
     和病院 吹田市垂水町三丁目２２番１号 常　勤:    9事長　中村　佳照 新規 療養        44現存
     (医       9) 平28. 3. 1内   外   脳外
     非常勤:   23 整外 循   眼  
     (医      23) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208816-03007 奥原診療所 〒565-0806 06(6876)7227奥原　通弘 奥原　通弘 昭55. 4. 1内   小   放  診療所
     吹田市樫切山１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208916-03031 近江整形外科 〒564-0053 06-6338-1050近江　孝晃 近江　孝晃 昭55. 9. 1整外 リハ 診療所
     吹田市江の木町１６番２３号豊田常　勤:    1 新規 現存
     江坂ビル (医       1) 平28. 9. 1
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 209016-03056 川上小児科医院 〒565-0824 06-6875-1510川上　勝朗 川上　勝朗 昭55.12. 1小   診療所
     吹田市山田西一丁目２６番３号 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209116-03148 医療法人整友会　整友〒564-0001 06-6387-0981医療法人　整友会　理財田　滋穂 昭56. 4. 1内   外   整外診療所
     会診療所 吹田市岸部北三丁目１番２６号 常　勤:    3事長　財田　滋穂 組織変更 皮   ひ   放  現存
     (医       3) 平29. 4. 1リハ 循   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209216-03163 四宮耳鼻咽喉科医院 〒564-0026 06-6381-1744四宮　眞男 四宮　眞男 昭56. 5.30耳い 診療所
     吹田市高浜町４番９号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209316-03239 坂口眼科医院 〒565-0873 06(6872)0560坂口　健 坂口　健 昭57. 5. 1眼   診療所
     吹田市藤白台２－５－５ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209416-03312 津田耳鼻咽喉科 〒565-0823 06-6875-3715津田　緑 津田　緑 昭58. 7. 1耳い 診療所
     吹田市山田南３０番８号ムラタビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209516-03346 医療法人甲聖会　甲聖〒564-0053 06-6380-0666医療法人甲聖会　理事塩川　泰啓 昭59. 2. 1療養       116病院
     会紀念病院 吹田市江の木町７番１号 常　勤:    5長　甲斐沼　カオル 新規 内   呼内 循  現存
     (医       5) 平29. 2. 1消   神内 外  
     非常勤:   25 整外 こう 脳外
     (医      25) アレ リウ 皮  
     リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209616-03403 片山小児科 〒565-0832 06-6388-3123片山　幸治 片山　幸治 昭59.11. 1内   小   診療所
     吹田市五月が丘南１０番１０６号常　勤:    1 新規 現存
     佐山ハイツ１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209716-03510 宮浦眼科 〒564-0051 06-6338-8750宮浦　徹 宮浦　徹 昭61. 1. 1眼   診療所
     吹田市豊津町１３番４４－２０５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209816-03569 川西医院 〒565-0821 06(6877)0024川西　克幸 川西　克幸 昭61. 4.21内   小   放  診療所
     吹田市山田東二丁目１３番２０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209916-03791 治村眼科 〒564-0082 06(6337)0022治村　隆文 治村　隆文 昭63. 8. 1眼   診療所
     吹田市片山町１－１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
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 210016-03809 中原医院 〒565-0811 06-6878-3860中原　将雄 中原　将雄 昭63.10. 1内   診療所
     吹田市千里丘上８番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210116-03825 豊岡診療所 〒565-0832 06-6339-2720豊岡　建治 豊岡　建治 昭63.11. 1内   診療所
     吹田市五月が丘南８番１１号サン常　勤:    1 新規 現存
     ヒルズ五月１０４号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210216-03866 千里みおつくしの杜診〒565-0874 06(6871)2113社会福祉法人英芳会　黒田　悦弘 昭63.12. 1内   精   外  診療所
     療所 吹田市古江台六丁目２番６号 常　勤:    1理事長　北畑　英樹 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210316-03882 医療法人　立花医院 〒564-0027 06-6382-2000医療法人立花医院　理大石　雅子 昭64. 1. 1内   皮   診療所
     吹田市朝日町３番１０２号 常　勤:    1事長　大石　雅子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210416-03957 医療法人蒼龍会　井上〒564-0053 06-6385-8651医療法人蒼龍会　理事辻本　吉広 平元. 3. 1一般       127病院
     病院 吹田市江の木町１６番１７号瀧川常　勤:   22長　筒泉　正春 移転 内   外   整外現存
     ビル (医      22) 平28. 3. 1ひ   眼   リウ
     非常勤:   64 心外 放   リハ
     (医      64) 循   透析 消  
     麻   
     内科、循環器内
     科、腎臓内科、
     糖尿病内科、透
     析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210516-03965 柳瀬医院 〒564-0043 06-6381-1163柳瀬　昌弘 柳瀬　昌弘 平元. 5. 1内   リハ 診療所
     吹田市南吹田一丁目２０番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210616-03999 医療法人社団彦星会　〒564-0073 06-6380-7216医療法人社団彦星会岩岩橋　武彦 昭51.10. 1整外 内   放  診療所
     岩橋クリニック 吹田市山手町二丁目６番６号 常　勤:    2橋クリニック　理事長 新規 皮   麻   リウ現存
     (医       2)　岩橋　武彦 平28. 7. 1リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210716-04005 医療法人弘仁会　臼井〒565-0813 06-6877-5546医療法人弘仁会　理事臼井　弘行 昭45. 5. 4内   小   診療所
     医院 吹田市千里丘下２２番８号 常　勤:    1長　臼井　弘行 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 210816-04013 医療法人積善会　小林〒565-0873 06-6831-1133医療法人積善会　理事小林　健彦 昭40. 8. 1内   心内 精  診療所
     内科　心療内科 吹田市藤白台二丁目４番６号 常　勤:    1長　小林　健彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210916-04070 医療法人九嶺会　戸川〒565-0861 06-6871-0468医療法人九嶺会戸川医戸川　雅樹 昭39. 7. 1内   消   循  診療所
     医院 吹田市高野台一丁目４番５号 常　勤:    2院　理事長　戸川　雅 新規 放   現存
     (医       2)樹 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211016-04096 医療法人　藤田医院 〒565-0874 06-6833-9740医療法人藤田医院　理藤田　義昭 昭50.10. 1内   胃   心内診療所
     吹田市古江台二丁目４番１０号 常　勤:    1事長　藤田　義昭 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211116-04112 医療法人みるあ会　松〒565-0854 06-6835-1117医療法人みるあ会　理松本　健 昭61. 8. 1耳い 診療所
     本耳鼻咽喉クリニック吹田市桃山台二丁目５番１８号晋常　勤:    1事長　松本　健 組織変更 現存
     和ビル１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211216-04120 医療法人　水戸医院 〒564-0031 06-6382-3226医療法人　水戸医院　新田　耕介 昭41. 7. 1内   外   皮  診療所
     吹田市元町２２番１４号 常　勤:    1理事長　新田　耕介 組織変更 小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211316-04138 医療法人　向井診療所〒565-0823 06-6875-2664医療法人向井診療所　向井　清 昭57. 8. 1外   整外 リハ診療所
     吹田市山田南３０番８号 常　勤:    1理事長　向井　清 新規 内   胃   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211416-04153 医療法人協和会　協和〒564-0001 06-6339-3455医療法人協和会　理事平塚　正弘 平元. 7. 1一般       301病院
     会病院 吹田市岸部北一丁目２４番１号 常　勤:   18長　北川　透 組織変更 内   外   脳外現存
     (医      18) 平28. 7. 1整外 リハ 放  
     非常勤:   25 循   リウ 神内
     (医      25) 透析 消   皮  
     ひ   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211516-04203 医療法人眞正会　芦田〒564-0004 06-6389-4801医療法人　眞正会　理芦田　元 平 2. 1. 1外   胃   皮  診療所
     クリニック外科胃腸外吹田市原町四丁目７番１８号 常　勤:    1事長　 田　 樹子 組織変更 現存
     科 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211616-04229 医療法人光世会　五月〒565-0834 06-6878-4540医療法人光世会　理事坂口　依理子 平 2. 1. 1眼   診療所
     が丘坂口眼科 吹田市五月が丘北２５番４０号ユ常　勤:    1長　坂口　依理子 組織変更 現存
     タカビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211716-04237 医療法人　相馬診療所〒565-0842 06-6388-1902医療法人相馬診療所　相馬　孝 平 2. 1. 1内   胃   放  診療所
     吹田市千里山東二丁目２６番１６常　勤:    1理事長　相馬　孝 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
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 211816-04252 医療法人　辻井診療所〒565-0823 06-6877-8881医療法人辻井診療所　辻井　健一 平 2. 1. 1内   循   消  診療所
     吹田市山田南２９番４－１０９号常　勤:    2理事長　辻井　健一 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211916-04286 中原小児科 〒564-0041 06-6821-0055中原　佐和子 中原　佐和子 平 2. 4. 1小   診療所
     吹田市泉町五丁目１番３９号ハイ常　勤:    1 新規 現存
     ムタケダ２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212016-04302 医療法人　藤田内科・〒565-0824 06-6875-3335医療法人藤田内科・な中野　公郷 平 2. 5. 1内   循   リハ診療所
     なかの内科 吹田市山田西四丁目１番３５号山常　勤:    1かの内科　理事長　中 組織変更 現存
     田東阪急ビル１階 (医       1)野　公郷 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212116-04310 医療法人　稲本医院 〒564-0023 06-6383-1866医療法人稲本医院　理稲本　英治 平 2. 7. 1内   小   外  診療所
     吹田市日の出町１２番５号 常　勤:    2事長　稲本　英治 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212216-04328 医療法人琢生会　神田〒564-0063 06-6330-1135医療法人琢生会　理事神田　宏治 平 2. 7. 1一般        12診療所
     マタニティクリニック吹田市江坂町三丁目３１番５号 常　勤:    3長　神田　宏治 組織変更 産婦 現存
     (医       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212316-04377 大山泌尿器科 〒564-0062 06-6821-5887大山　武司 大山　武司 平 2. 8. 1ひ   診療所
     吹田市垂水町一丁目２番１９号シ常　勤:    1 新規 現存
     エモアトヨツ２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212416-04419 医療法人　松浦医院 〒565-0842 06(6389)8811医療法人　松浦医院　松浦　寛 平 3. 1. 1内   診療所
     吹田市千里山東２－２７－１１ 常　勤:    1理事長　松浦　寛 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212516-04427 おざさ皮フ科・形成外〒565-0833 06-6339-6540小笹　喜丘 小笹　喜丘 平 3. 6. 1皮   形外 診療所
     科 吹田市五月が丘西７番１号新星和常　勤:    1 新規 現存
     プラネビル２０８ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212616-04476 医療法人　山本医院 〒564-0036 06-6381-1745医療法人山本医院　理山本　達也 平 4. 1. 1内   小   診療所
     吹田市寿町二丁目１１番１８号 常　勤:    1事長　山本　達也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212716-04484 橋本皮膚科 〒565-0863 06-6872-0839橋本　陽子 橋本　陽子 平 4. 2. 1皮   診療所
     吹田市竹見台二丁目４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 212816-04559 谷クリニック 〒565-0874 06-6871-1237谷　融 谷　融 平 4. 7. 1内   外   胃  診療所
     吹田市古江台二丁目８番１１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212916-04567 医療法人　岩井医院 〒564-0063 06-6384-4187医療法人岩井医院　理岩井　眞二 平 4. 7. 1精   心内 診療所
     吹田市江坂町一丁目２３番１９号常　勤:    1事長　岩井　眞二 組織変更 現存
     米澤ビル第５江坂５階５０２号室(医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213016-04583 医療法人修孝会　林内〒564-0052 06-6388-1114医療法人修孝会林内科林　孝和 平 4. 7. 1内   循   消  診療所
     科 吹田市広芝町１０番４０号 常　勤:    1　理事長　林　孝和 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213116-04591 医療法人　村田眼科 〒565-0851 06-6384-8538医療法人村田眼科　理村田　純子 平 4. 7. 1眼   診療所
     吹田市千里山西五丁目１番１号 常　勤:    2事長　村田　純子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213216-04625 渡辺内科 〒565-0834 06-6878-4357渡 　直江 渡 　直江 平 4.10. 1内   診療所
     吹田市五月が丘北２５番４５号サ常　勤:    2 新規 現存
     ンシャイン五月ケ丘１階 (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213316-04674 向谷医院 〒564-0063 06-6384-2346向谷　準一 向谷　準一 平 5. 1. 1内   循   小  診療所
     吹田市江坂町一丁目８番１６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213416-04682 馬場皮膚科医院 〒565-0824 06-6876-6234馬場　みわこ 馬場　みわこ 平 5. 4. 1皮   診療所
     吹田市山田西一丁目２番２７号ハ常　勤:    1 新規 現存
     ニーハイツ２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213516-04724 医療法人　たまき皮フ〒564-0051 06-6338-3312医療法人たまき皮フ科生駒　裕妃子 平 5. 5. 1皮   アレ 診療所
     科 吹田市豊津町１番３１号由武ビル常　勤:    2　理事長　生駒　裕妃 移転 現存
     １階 (医       2)子 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213616-04732 医療法人　蔭山小児科〒564-0063 06-6389-0018医療法人蔭山小児科　蔭山　尚正 平 5. 7. 1小   診療所
     吹田市江坂町二丁目１番２６号 常　勤:    1理事長　蔭山　尚正 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213716-04740 医療法人　坂口外科 〒564-0051 06-6388-8858医療法人坂口外科　理坂口　道倫 平 5. 7. 1外   胃   こう診療所
     吹田市豊津町２番１１号第２喜巳常　勤:    1事長　坂口　道倫 組織変更 リハ 現存
     ビル３階 (医       1) 平29. 7. 1
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 213816-04765 医療法人　峠整形外科〒564-0082 06-6330-5241医療法人峠整形外科　峠　憲二 平 5. 7. 1整外 リハ 診療所
     吹田市片山町一丁目１５番１０号常　勤:    1理事長　峠　憲二 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213916-04781 医療法人　行村医院 〒564-0051 06-6386-8608医療法人行村医院　理行村　純 平 5. 7. 1内   婦   診療所
     吹田市豊津町１番１８号エクラー常　勤:    1事長　行村　純 組織変更 現存
     ト江坂ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214016-04807 医療法人蒼龍会　井上〒564-0053 06-6386-9525医療法人蒼龍会　理事石津　弘視 平 5. 8. 1内   ひ   診療所
     病院附属診療所 吹田市江の木町１４番１１号 常　勤:    2長　筒泉　正春 新規 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214116-04849 医療法人　タムラ耳鼻〒564-0073 06(6339)1133医療法人タムラ耳鼻咽田村　隆之 平 6. 1. 1耳い 診療所
     咽喉科 吹田市山手町二丁目７番２５号　常　勤:    1喉科　理事長　田村　 組織変更 現存
     ドミニオン豊津２階 (医       1)隆之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214216-04898 岡本医院 〒564-0004 06-6388-2030岡本　一善 岡本　一善 平 6. 5. 1内   小   診療所
     吹田市原町４－２５　１０－１０常　勤:    1 移転 現存
     １号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214316-04914 医療法人　のぎ内科医〒565-0863 06(6871)3801医療法人のぎ内科医院野木　修 平 6. 7. 1内   循   診療所
     院 吹田市竹見台２－７－７ 常　勤:    1　理事長　野木　修 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214416-04930 カワバタクリニック 〒564-0051 06-6387-0110川端　一永 川端　一永 平 6. 8. 1麻   皮   心内診療所
     吹田市豊津町１番２１号江坂中央常　勤:    1 新規 精   現存
     ビル５階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214516-05002 飯藤産婦人科 〒564-0041 06-6388-0141飯藤　容弘 飯藤　容弘 平 6.11. 4一般        13診療所
     吹田市泉町五丁目６番６号 常　勤:    2 継承 産   婦   現存
     (医       2) 平24.11. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214616-05085 宮本整形外科クリニッ〒564-0062 06-6337-2741宮本　洋 宮本　洋 平 7. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 吹田市垂水町一丁目２８番１０号常　勤:    1 新規 現存
     アベニール江坂１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214716-05093 河野整形外科 〒564-0032 06-6317-5551河野　誠三 河野　誠三 平 7. 7. 1整外 形外 皮  診療所
     吹田市内本町二丁目２番５号旭ト常　勤:    1 新規 現存
     ゥーレビル３階 (医       1) 平28. 7. 1
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 214816-05143 医療法人慶星会　リー〒565-0834 06-6878-3304医療法人　慶星会　リ李　英煥 平 7. 7. 1耳い アレ 診療所
     耳鼻咽喉科 吹田市五月が丘北２５番４０号ユ常　勤:    1ー耳鼻咽喉科　理事長 組織変更 現存
     タカビル２階 (医       1)　李　英煥 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214916-05168 とわたクリニック 〒565-0837 06-6339-9977砥綿　崇博 砥綿　崇博 平 7.10. 1内   消   循  診療所
     吹田市佐井寺南が丘８番１１－１常　勤:    1 新規 リハ 精   現存
     ０１号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215016-05184 今井整形外科・皮フ科〒565-0863 06-6835-3367今井　秀 今井　秀 平 8. 1. 1整外 皮   アレ診療所
     吹田市竹見台四丁目２番４号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215116-05192 上島内科・呼吸器科 〒564-0001 06-6387-2260上島　一夫 上島　一夫 平 8. 1. 1内   呼   診療所
     吹田市岸部北五丁目２６番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215216-05234 ふじわら耳鼻咽喉科 〒565-0824 06-6878-1133藤原　亨 藤原　亨 平 8. 4. 1耳い 診療所
     吹田市山田西二丁目４番Ａ１－１常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215316-05283 髙田クリニック 〒565-0824 06-6876-0217髙田　富美雄 髙田　富美雄 平 8. 6. 1内   消   診療所
     吹田市山田西一丁目２６番１５号常　勤:    1 新規 現存
     　メゾンドールⅢ１０２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215416-05325 平賀医院 〒565-0874 06-6872-7412平賀　康彦 平賀　康彦 平 8. 7. 1麻   整外 内  診療所
     吹田市古江台二丁目１０番１号メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾン北千里１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215516-05358 医療法人小憩会　さわ〒564-0082 06-6337-0616医療法人　小憩会　理稲垣　亮祐 平 8.10. 1精   神内 診療所
     らび診療所 吹田市片山町一丁目４番１５号 常　勤:    1事長　稲垣　亮祐 移転 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215616-05374 関西大学第一診療所 〒564-0073 06-6368-1121学校法人　関西大学　井上　澄江 平 8.11. 1内   診療所
     吹田市山手町三丁目３番３５号 常　勤:    2理事長　池内　啓三 移転 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215716-05390 医療法人髙寿会　髙津〒565-0854 06-6835-2623医療法人　髙寿会　理髙津　悟 平 8.11. 1内   外   小  診療所
     診療所 吹田市桃山台二丁目５番１３号 常　勤:    1事長　髙津　悟 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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 215816-05440 浜医院 〒565-0861 06-6836-0117濵　直 濵　直 平 9. 3. 1麻   整外 診療所
     吹田市高野台一丁目６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215916-05457 大倉整形外科 〒565-0854 06-6831-0091大倉　克典 大倉　克典 平 9. 3. 1整外 リハ 診療所
     吹田市桃山台五丁目２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216016-05473 糠谷医院 〒564-0082 06-6388-1728糠谷　伝一 糠谷　伝一 平 9. 1.23内   皮   診療所
     吹田市片山町四丁目１番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216116-05556 梅沢内科・循環器科 〒564-0027 06-6318-1020梅澤　剛 梅澤　剛 平 9. 7. 1内   循   診療所
     吹田市朝日町５の１１シップスビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216216-05580 医療法人　きど整形外〒565-0854 06-6871-1101医療法人きど整形外科城戸　剛 平 9. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 吹田市桃山台二丁目２番２号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)城戸　剛 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216316-05598 医療法人光進会　よし〒564-0032 06-6317-1092医療法人光進会　理事 野　光也 平 9. 7. 1内   消   循  診療所
     のクリニック 吹田市内本町二丁目２番５号旭ト常　勤:    1長　吉野　光也 組織変更 小   現存
     ゥーレ２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216416-05622 青藍荘診療所 〒565-0855 06-6871-2671社会福祉法人藍野福祉津田　清重 平 9.11. 1内   精   整外診療所
     吹田市佐竹台二丁目３番１号 常　勤:    1会　理事長　小山　康 新規 現存
     (医       1)夫 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216516-05648 医療法人　小倉診療所〒565-0824 06-6876-8118医療法人小倉診療所　小倉　信幸 平10. 1. 1外   胃   整外診療所
     吹田市山田西二丁目４番２５号 常　勤:    1理事長　小倉　信幸 組織変更 こう 放   麻  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216616-05697 中島整形外科 〒564-0004 06-6378-2262中島　哲 中島　哲 平10. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     吹田市原町一丁目３６番３号エク常　勤:    1 新規 現存
     レールⅡ１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216716-05705 緑川クリニック 〒565-0851 06-6386-7000緑川　光雄 緑川　光雄 平10. 6. 1小   内   診療所
     吹田市千里山西六丁目６３番１２常　勤:    1 新規 現存
     号丸栄ハイツ１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 216816-05713 亀岡クリニック 〒564-0063 06-6378-9003亀岡　博 亀岡　博 平10. 7. 1内   ひ   性  診療所
     吹田市江坂町一丁目２３番１７号常　勤:    1 新規 現存
     喜巳ビル５階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216916-05739 医療法人　あべ耳鼻咽〒564-0027 06-6317-0071医療法人　あべ耳鼻咽阿部　能之 平11. 1. 1耳い 診療所
     喉科 吹田市朝日町５番１１号シップス常　勤:    1喉科　理事長　阿部　 組織変更 現存
     ビル２０１号 (医       1)能之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217016-05754 医療法人躍成会　にし〒565-0855 06-6871-0567医療法人　躍成会　理西上　伸次 平11. 1. 1内   リハ 小  診療所
     うえクリニック 吹田市佐竹台二丁目３番２号 常　勤:    1事長　西上　伸次 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217116-05762 医療法人清仁会　廣田〒565-0851 06-6380-0600医療法人　清仁会　理廣田　利子 平11. 1. 1産婦 診療所
     産婦人科 吹田市千里山西一丁目１４番２８常　勤:    2事長　廣田　利子 組織変更 現存
     号 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217216-05770 井上クリニック 〒565-0841 06-6310-8088井上　了豪 井上　了豪 平11. 5. 1内   小   診療所
     吹田市上山手町２１番２８号メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ンティノ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217316-05804 医療法人医道会　福井〒565-0854 06-6836-0135医療法人　医道会　理福井　憲 平11. 7. 1皮   診療所
     皮フ科 吹田市桃山台五丁目２番２号アザ常　勤:    1事長　福井　憲 組織変更 現存
     ール桃山台３階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217416-05812 医療法人青樹会　小寺〒565-0862 06-6872-3151医療法人　青樹会　理小寺　隆史 平11. 7. 1精   心内 診療所
     クリニック 吹田市津雲台一丁目２番Ｄ９南千常　勤:    1事長　小寺　隆史 組織変更 現存
     里ビル３階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217516-05838 医療法人　俊和会　ふ〒565-0854 06-6836-0211医療法人　俊和会　理福田　俊夫 平12. 1. 1内   小   循  診療所
     くだ内科・小児科 吹田市桃山台五丁目２番２号アザ常　勤:    1事長　福田　俊夫 組織変更 消   放   現存
     ール桃山台３０３号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217616-05887 医療法人　田中泌尿器〒565-0874 06-6836-1007医療法人　田中泌尿器姚　香景 平12. 4. 1循   内   診療所
     科医院　古江台診療所吹田市古江台二丁目１０番１７号常　勤:    2科医院　理事長　田中 新規 現存
     グリーンプラザ１階 (医       2)　雅登 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 217716-05895 なかの皮フ科 〒565-0824 06-6875-6227中野　朋子 中野　朋子 平12. 4. 1皮   アレ 診療所
     吹田市山田西四丁目１番３５号山常　勤:    1 新規 現存
     田東阪急ビル１階１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217816-05945 増田内科クリニック 〒565-0851 06-6190-6401増田　忠之 増田　忠之 平12. 6. 1内   リハ 小  診療所
     吹田市千里山西六丁目５６番２号常　勤:    1 新規 現存
     グレースコート千里山１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217916-05952 医療法人　髙井診療所〒564-0024 06-6383-6466医療法人　髙井診療所髙井　敏昭 平12. 5. 1外   整外 リハ診療所
     吹田市高城町１３番１号 常　勤:    1　理事長　髙井　敏昭 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218016-05960 伴医院 〒564-0039 06-6317-8320伴　貞興 伴　貞興 平12. 7. 1外   内   麻  診療所
     吹田市清和園町４番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218116-05978 医療法人貴晶会　戸田〒564-0051 06-6387-4114医療法人貴晶会　理事戸田　佳孝 平12. 7. 1リウ 整外 診療所
     リウマチ科クリニック吹田市豊津町１４番１号ブレスビ常　勤:    1長　戸田　佳孝 組織変更 現存
     ル５階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218216-05994 医療法人拓晃会　よこ〒564-0083 06-6378-2080医療法人拓晃会　理事横川　晃治 平12. 7. 1内   小   皮  診療所
     かわクリニック 吹田市朝日が丘町２６番３ 常　勤:    2長　横川　晃治 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218316-06018 社会福祉法人　燦愛会〒564-0015 06-4860-8220社会福祉法人　燦愛会秋山　泰士 平12. 8. 1内   精   診療所
     診療所 吹田市幸町２２番５号 常　勤:    1　理事長　井上　光博 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218416-06042 社会福祉法人　こばと〒565-0824 06-6877-7020社会福祉法人　こばと玉置　由子 平12.12. 1内   小   診療所
     会　いのこの里診療所吹田市山田西一丁目２６番２７号常　勤:    1会　理事長　岩崎　敏 新規 現存
     (医       1)子 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218516-06067 坂元クリニック 〒565-0874 06-6836-1175坂元　秀実 坂元　秀実 平12.12. 1精   神   心内診療所
     吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1 新規 現存
     里ノルテビル５０２号 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218616-06091 医療法人　占部クリニ〒565-0824 06-6876-9772医療法人　占部クリニ占部　健 平13. 1. 1内   小   診療所
     ック 吹田市山田西一丁目３７番１１号常　勤:    1ック　理事長　占部　 組織変更 現存
     コスモスリー１階 (医       1)健 平25. 1. 1
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 218716-06109 医療法人彰々会　中川〒564-0082 06-6387-2710医療法人彰々会　理事中川　彰史 平13. 1. 1内   胃   診療所
     内科 吹田市片山町四丁目６番３号 常　勤:    1長　中川　彰史 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218816-06117 医療法人三裕会　三谷〒564-0063 06-6384-7806医療法人三裕会　理事三谷　一裕 平13. 1. 1内   循   小  診療所
     医院 吹田市江坂町三丁目１８番５号 常　勤:    1長　三谷　一裕 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218916-06158 北島皮フ科クリニック〒565-0874 06-6873-6055北島　淳一 北島　淳一 平13. 2. 1皮   形外 アレ診療所
     吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1 新規 現存
     里ノルテビル３階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219016-06166 医療法人　滝本耳鼻咽〒565-0874 06-6831-5564医療法人　滝本耳鼻咽滝本　加代 平13. 1. 1耳い 診療所
     喉科 吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1喉科　理事長　滝本　 移転 現存
     里ノルテビル４０２号 (医       1)加代 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219116-06174 林田レディースクリニ〒565-0874 06-4863-5773林田　美代子 林田　美代子 平13. 4. 1婦   診療所
     ック 吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1 新規 現存
     里ノルテビル５階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219216-06182 辻整形外科 〒565-0834 06-6816-5033辻　秀記 辻　秀記 平13. 4. 1整外 リハ 診療所
     吹田市五月が丘北２３番３０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０２号キャッスルクイーン１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219316-06190 しらやま皮ふ科 〒565-0851 06-6193-9501白山　仁明 白山　仁明 平13. 4. 1皮   形外 診療所
     吹田市千里山西六丁目５６番２号常　勤:    1 新規 現存
     グレースコート１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219416-06208 松永医院 〒564-0003 06-6388-2472松永　征一 松永　征一 平13. 4. 1外   内   こう診療所
     吹田市天道町５番４号 常　勤:    1 継承 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219516-06216 西岡整形外科 〒564-0036 06-4860-5099西岡　眞人 西岡　眞人 平13. 6. 1整外 リハ 診療所
     吹田市寿町二丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 219616-06232 泌尿器科くろだクリニ〒565-0874 06-6836-6025黒田　秀也 黒田　秀也 平13. 7. 1ひ   診療所
     ック 吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1 新規 現存
     里ノルテビル４０５号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219716-06240 医療法人ボンヌサンテ〒565-0854 06-6833-0558医療法人ボンヌサンテ宇田　聡 平13. 7. 1婦   内   診療所
     　宇田レディースクリ吹田市桃山台五丁目２番３号アザ常　勤:    1　理事長　宇田　聡 組織変更 現存
     ニック ール桃山台３階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219816-06265 柳谷医院 〒565-0824 06-6878-0100柳谷　良裕 柳谷　良裕 平13. 8. 1内   循   小  診療所
     吹田市山田西三丁目２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219916-06307 医療法人　佐藤整形外〒565-0862 06-4863-5123医療法人　佐藤整形外佐藤　哲也 平14. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 吹田市津雲台一丁目２－Ｄ９南千常　勤:    3科クリニック　理事長 組織変更 現存
     里ビル４階 (医       3)　佐藤　哲也 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220016-06315 医療法人　絹巻小児科〒564-0082 06-6388-0338医療法人　絹巻小児科絹巻　宏 平14. 1. 1小   診療所
     クリニック 吹田市片山町三丁目１７番８号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)絹巻　宏 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220116-06323 吉本婦人科クリニック〒564-0082 06-6337-0260吉本　 弘 吉本　 弘 平14. 3. 1産   婦   診療所
     吹田市片山町一丁目３番５号シル常　勤:    1 新規 現存
     バーマンションⅡ２階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220216-06331 栗山医院 〒565-0875 06-6872-0661栗山　洋 栗山　洋 平14. 3. 1外   整外 診療所
     吹田市青山台三丁目２７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220316-06380 医療法人晶瑛会　すず〒564-0062 06-6368-8511医療法人晶瑛会　理事鈴木　興康 平14. 5. 1内   循   小  診療所
     き内科クリニック 吹田市垂水町一丁目２番１９号シ常　勤:    1長　鈴木　照子 組織変更 現存
     ェモア豊津１階 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220416-06398 あみおかクリニック 〒565-0836 06-6190-8801網岡　勝見 網岡　勝見 平14. 7. 1外   胃   診療所
     吹田市佐井寺三丁目２１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     コアロ－ド千里１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220516-06414 医療法人　板垣眼科医〒565-0874 06-6873-6411医療法人　板垣眼科医板垣　 平14. 7. 1眼   診療所
     院 吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1院　理事長　板垣　 組織変更 現存
     里ノルテビル３０２ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 220616-06513 山下クリニック 〒565-0862 06-6836-3013山下　正 山下　正 平15. 7. 1心内 神   精  診療所
     吹田市津雲台五丁目１９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     千里つくも医療ビル　２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220716-06521 すぎうら眼科 〒565-0862 06-6872-0070杉浦　雄介 杉浦　雄介 平15. 7. 1眼   診療所
     吹田市津雲台五丁目１９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     千里つくも医療ビル　４０３号室(医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220816-06539 ちばクリニック 〒564-0073 06-6388-0358千葉　渉 千葉　渉 平15. 6. 1小   内   呼  診療所
     吹田市山手町二丁目９番１号 常　勤:    1 継承 アレ 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220916-06547 医療法人　なかむら内〒565-0874 06-6873-7751医療法人なかむら内科中村　雅一 平15. 7. 1内   循   神内診療所
     科 吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1　理事長　中村　雅一 組織変更 現存
     里ノルテビル３０５ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221016-06554 医療法人　山上小児科〒565-0841 06-6378-2301医療法人山上小児科ク山上　文良 平15. 7. 1小   診療所
     クリニック 吹田市上山手町３０番６号センチ常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     ュリー上山手１０１号 (医       1)上　文良 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221116-06588 医療法人愛孝会　おお〒564-0001 06-6368-3711医療法人愛孝会　理事大木　孝一 平16. 1. 1耳い 診療所
     き耳鼻咽喉科 吹田市岸部北五丁目３０番１号 常　勤:    1長　大木　孝一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221216-06612 ふるかわクリニック 〒564-0062 06-6192-0088古川　順康 古川　順康 平16. 3. 1外   診療所
     吹田市垂水町三丁目２６番２０号常　勤:    1 新規 外科、乳腺外科現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221316-06679 医療法人　上川眼科 〒565-0862 06-6871-3911医療法人上川眼科　理上川　俊一郎 平16. 6. 2眼   診療所
     吹田市津雲台四丁目２番３号 常　勤:    1事長　上川　俊一郎 移転 現存
     (医       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221416-06687 医療法人二循会　上山〒564-0004 06-4861-3561医療法人二循会　理事上山　裕也 平16. 7. 1内   循   診療所
     クリニック 吹田市原町一丁目３６番３号エク常　勤:    1長　上山　裕也 組織変更 現存
     レールⅡ２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221516-06703 いのうえクリニック 〒564-0028 06-6319-1515井上　正純 井上　正純 平16. 8. 1脳外 神内 小外診療所
     吹田市昭和町１３番１号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221616-06711 本城耳鼻咽喉科 〒565-0875 06-6872-1349本城　祐一郎 本城　祐一郎 平16. 8. 1耳い 診療所
     吹田市青山台三丁目２７番３号 常　勤:    1 移転 療養病床
     (医       1) 平28. 8. 1 現存
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 221716-06737 妹尾麻酔科クリニック〒564-0053 06-6380-0041妹尾　浩史 妹尾　浩史 平16.11. 1麻   診療所
     吹田市江の木町１４番地１３紙谷常　勤:    1 新規 現存
     第１マンション５０２ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221816-06794 朝川内科クリニック 〒564-0031 06-6381-2671朝川　秀樹 朝川　秀樹 平17. 2. 1内   診療所
     吹田市元町４番８号２階 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221916-06802 医療法人　林クリニッ〒565-0842 06-6338-2455医療法人林クリニック林　佳代 平17. 1. 1内   循   小  診療所
     ク 吹田市千里山東二丁目１５番２４常　勤:    1　理事長　林　佳代 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222016-06836 大貝診療所 〒564-0082 06-6339-6281大貝　俊弘 大貝　俊弘 平17. 3. 1内   循   歯  診療所
     (16-66836 ) 吹田市片山町一丁目３番１７号　常　勤:    2 新規 現存
     ＢＨビル５階 (医       1) 平29. 3. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222116-06844 川﨑メンタルクリニッ〒565-0842 06-6389-2992川﨑　愼次 川﨑　愼次 平17. 3. 1心内 神   精  診療所
     ク 吹田市千里山東二丁目２８番１０常　勤:    1 新規 現存
     号フォスター千里山１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222216-06869 みき内科小児科クリニ〒565-0816 06-4864-8787三木　健史 三木　健史 平17. 3. 1内   小   ひ  診療所
     ック 吹田市長野東１３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222316-06885 ちくりん診療所 〒565-0853 06-6386-7881社会福祉法人春風会　黑川　浩史 平17. 4. 1内   診療所
     吹田市春日二丁目２５番１０号 常　勤:    1理事長　川端　英子 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222416-06927 上島クリニック 〒565-0861 06-6871-0295上島　有貴 上島　有貴 平17. 7. 7一般    診療所
     吹田市高野台一丁目４番１号 常　勤:    1 継承 内   整外 現存
     (医       1) 平29. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222516-06935 ぬのでクリニック 〒565-0824 06-6816-1016布出　泰紀 布出　泰紀 平17. 9. 1内   消   診療所
     吹田市山田西四丁目２番７０号ジ常　勤:    1 新規 現存
     オタワー千里山田１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222616-06950 よしかわ耳鼻咽喉科 〒565-0824 06-6875-8741吉川　秀樹 吉川　秀樹 平17. 9. 1耳い 診療所
     吹田市山田西四丁目２番７０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０３号ジオタワー千里山田 (医       1) 平29. 9. 1
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 222716-06968 あづま小児科クリニッ〒565-0862 06-6836-5677吾妻　達生 吾妻　達生 平17. 9. 1小   小外 診療所
     ク 吹田市津雲台五丁目１９番１８千常　勤:    1 新規 現存
     里つくも医療ビル５階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222816-06984 医療法人博寿会　千里〒565-0874 06-6871-3371医療法人博寿会　理事玉城　博行 平17.10. 1内   循   精  診療所
     古江台クリニック 吹田市古江台五丁目３番７号ケア常　勤:    3長　玉城　博行 新規 皮   現存
     ビレッジ千里古江台１階 (医       3) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222916-06992 たなか小児科クリニッ〒565-0835 06-6378-9990田中　裕久 田中　裕久 平17.11. 1小   診療所
     ク 吹田市竹谷町３６番６号　辻本ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223016-07008 玉手医院 〒565-0834 06-6876-3699玉手　信治 玉手　信治 平17.11. 1内   小   診療所
     吹田市五月が丘北２３番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223116-07016 医療法人　井口眼科 〒565-0874 06-6873-3633医療法人井口眼科　理井口　直己 平17.12. 1眼   診療所
     吹田市古江台四丁目２番Ｄ６－１常　勤:    1事長　井口　直己 移転 現存
     ０４ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223216-07024 社会福祉法人恩徳福祉〒564-0011 06-6318-4190社会福祉法人恩徳福祉三村　仁昭 平17.12. 1内   放   診療所
     会　メルヴェイユクリ吹田市岸部南一丁目４番２４号 常　勤:    1会　理事長　大谷　靜 新規 現存
     ニック (医       1)男 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223316-07057 岡島内科クリニック 〒565-0862 06-6836-6262岡島　裕 岡島　裕 平18. 4. 1内   循   小  診療所
     吹田市津雲台一丁目２番２－Ｄ９常　勤:    1 新規 現存
     南千里ビル２０１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223416-07065 真野内科クリニック 〒564-0082 06-6193-0011真野　恵子 真野　恵子 平18. 4. 1内   神内 循  診療所
     吹田市片山町一丁目１４番２３号常　勤:    1 新規 現存
     ソレイユ片山１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223516-07081 医療法人　やのクリニ〒565-0862 06-6831-1241医療法人やのクリニッ矢野　登志恵 平18. 4. 1皮   形外 診療所
     ック 吹田市津雲台五丁目１９番１８号常　勤:    2ク　理事長　矢野　登 移転 現存
     千里つくも医療ビル３０２号 (医       2)志恵 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 223616-07099 医療法人　中嶋医院 〒564-0062 06-6384-5067医療法人中嶋医院　理中嶋　美奈子 平18. 6. 1神内 精   内  診療所
     吹田市垂水町二丁目４番９号 常　勤:    2事長　中嶋　美奈子 移転 小   現存
     (医       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223716-07107 川島医院 〒565-0863 06-6871-0216福本　敦子 福本　敦子 平18. 6. 1小   内   診療所
     吹田市竹見台四丁目２番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223816-07123 医療法人　優美会　吉〒564-0051 06-6388-0110医療法人　優美会　理吉井　友季子 平18. 7. 1内   外   婦  診療所
     井クリニック 吹田市豊津町１番２１号エサカ中常　勤:    1事長　吉井　友季子 組織変更 現存
     央ビル５階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223916-07131 やまもとクリニック 〒564-0044 06-6339-1248山本　玉雄 山本　玉雄 平18. 8. 1内   心内 診療所
     吹田市南金田一丁目２番２０号マ常　勤:    1 新規 現存
     イトリーハイム３階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224016-07149 社会福祉法人恩賜財団〒565-0862 06-6871-0121社会福祉法人恩賜財団木内　利明 平18. 7. 1一般       343地域支援
     (16-67149 ) 済生会支部　大阪府済吹田市津雲台一丁目１番６号 常　勤:  108済生会支部大阪府済生 移転 内   精   心内病院
     生会千里病院 (医     105)会　支部長　岡上　武 平24. 7. 1呼内 消   循  現存
     (歯       3) 小   外   整外
     非常勤:   65 脳外 ひ   産  
     (医      62) 婦   耳い リハ
     (歯       3) 放   麻   歯  
     歯外 神内 救命
     病理 リウ アレ
     眼   皮   形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224116-07156 末 医院 〒565-0851 06-6384-0732末 　美津子 末 　美津子 平18. 7. 1内   診療所
     吹田市千里山西四丁目９番２３号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224216-07164 横田内科クリニック 〒564-0023 06-6318-1510横田　丞 横田　丞 平18. 9. 1内   神内 循  診療所
     吹田市日の出町１１番２７号 常　勤:    1 新規 循：循環器内科現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224316-07172 医療法人　南原医院 〒565-0824 06-6876-6684医療法人南原医院　理南原　政容 平18. 8. 1内   小   診療所
     吹田市山田西二丁目９番３号 常　勤:    1事長　南原　政容 移転 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 224416-07198 加藤レディースクリニ〒565-0862 06-6871-1010加藤　明 加藤　明 平18.11. 1婦   産   診療所
     ック 吹田市津雲台五丁目１９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     千里つくも医療ビル２０３号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224516-07206 たけのこクリニック 〒565-0821 06-6877-2236安田　優 安田　優 平18.11. 1内   リハ 外  診療所
     吹田市山田東一丁目１１番１号宮常　勤:    1 新規 現存
     の前グリーンハイツ１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224616-07214 あす～る吹田診療所 〒564-0002 06-6385-7070社会福祉法人秀明会　佐竹　一成 平18.12. 1内   診療所
     吹田市岸部中二丁目７番１２号 常　勤:    1理事長　井上　嘉明 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224716-07230 岩元クリニック 〒564-0027 06-6381-4112岩元　豊 岩元　豊 平18.12. 1皮   形外 アレ診療所
     吹田市朝日町１５番８号美豊ビル常　勤:    1 移転 小   現存
     ２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224816-07248 医療法人　健盛会　あ〒565-0874 06-6872-6002医療法人　健盛会　理安達　盛次 平19. 1. 1循   内   リハ診療所
     だちクリニック 吹田市古江台三丁目１５番１２号常　勤:    1事長　安達　盛次 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224916-07255 医療法人　整形外科な〒565-0874 06-6873-5551医療法人　整形外科な成田　信哉 平19. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     りたクリニック 吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1りたクリニック　理事 組織変更 現存
     里ノルテビル４階 (医       1)長　成田　信哉 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225016-07263 医療法人　松田クリニ〒564-0053 06-6385-8801医療法人　松田クリニ松田　和也 平19. 1. 1皮   形外 アレ診療所
     ック 吹田市江の木町３番１１号第３ロ常　勤:    1ック　理事長　松田　 組織変更 現存
     ンヂェビル４階 (医       1)和也 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225116-07271 医療法人　啓和会　丸〒564-0032 06-6319-0006医療法人　啓和会　理丸川　治 平19. 1. 1外   内   整外診療所
     川診療所 吹田市内本町二丁目４番１５号グ常　勤:    1事長　丸川　治 組織変更 リハ 現存
     ランフェニックス吹田１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225216-07289 医療法人　慈孝会　前〒565-0824 06-6875-6464医療法人　慈孝会　理前中　孝文 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     中整形外科クリニック吹田市山田西四丁目４番２６号ド常　勤:    1事長　前中　孝文 組織変更 現存
     エル高松２階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 225316-07297 医療法人　あいぜん会〒565-0821 06-6816-7503医療法人　あいぜん会西原　承緒 平19. 1. 1内   診療所
     　あいぜん診療所 吹田市山田東一丁目３６番１ライ常　勤:    1　理事長　西原　承緒 組織変更 現存
     オンズマンション万博公園１０５(医       1) 平25. 1. 1
     号 非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225416-07305 垂水医院 〒564-0062 06-6384-0185垂水　律 垂水　律 平19. 1. 1内   循   小  診療所
     吹田市垂水町二丁目６番３３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225516-07321 たにの内科・胃腸科 〒565-0835 06-4861-7195谷野　眞通 谷野　眞通 平19. 4. 1内   胃   診療所
     吹田市竹谷町３４番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225616-07339 泌尿器科中村クリニッ〒565-0854 06-6834-9546中村　吉宏 中村　吉宏 平19. 4. 1ひ   診療所
     ク 吹田市桃山台五丁目２番２号北急常　勤:    1 新規 現存
     桃山台ビル２階２０５ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225716-07354 寺野医院 〒564-0027 06-6382-8900寺野　朝 寺野　朝 平19. 5. 1内   消   診療所
     吹田市朝日町３サンクス３番館３常　勤:    1 新規 現存
     ０２号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225816-07362 かねこ耳鼻咽喉科クリ〒565-0862 06-6836-1087金子　明弘 金子　明弘 平19. 6. 1耳い 診療所
     ニック 吹田市津雲台一丁目１番４－２１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225916-07396 金田医院 〒565-0824 06-6876-1216金田　真弥 金田　真弥 平19. 5. 1内   胃   診療所
     吹田市山田西四丁目１５番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226016-07404 医療法人樹会　安部内〒564-0082 06-6339-5551医療法人樹会　理事長安部　喜夫 平19. 7. 1内   循   呼  診療所
     科クリニック 吹田市片山町四丁目３４番３２号常　勤:    1　安部　喜夫 組織変更 現存
     アトリエコート１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226116-07412 医療法人　英祥会　長〒565-0842 06-6338-6500医療法人英祥会　理事長谷川　利英 平19. 9. 1眼   診療所
     谷川眼科クリニック 吹田市千里山東一丁目４番１２号常　勤:    1長　稲澤　かおり 新規 現存
     興亜殖産関大駅前ビルディング３(医       1) 平25. 9. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 226216-07446 井上整形外科 〒564-0063 06-6386-2100井上　博夫 井上　博夫 平19.10. 1整外 リハ 診療所
     吹田市江坂町一丁目２２番１０号常　勤:    1 移転 現存
     第１梓ビル３階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226316-07479 社会福祉法人成光苑　〒564-0004 06-6310-7353社会福祉法人成光苑　前田　壮二郎 平20. 4. 1内   外   診療所
     竜ヶ池診療所 吹田市原町三丁目２１番２５号 常　勤:    1理事長　高岡　國士 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226416-07495 にしの小児科 〒564-0062 06-7504-6578西野　淳司 西野　淳司 平20. 5. 1小   診療所
     吹田市垂水町三丁目２３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226516-07503 久保内科クリニック 〒564-0063 06-6368-7070久保　正治 久保　正治 平20. 5. 1内   診療所
     吹田市江坂町一丁目２１番１６号常　勤:    1 新規 現存
     Ｗ．Ｏ．Ｂ．ＥＳＡＫＡ　２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226616-07511 平田こどもクリニック〒565-0834 06-6876-2222平田　良 平田　良 平20. 5. 1小   アレ 診療所
     吹田市五月が丘北１３番１号第２常　勤:    1 新規 現存
     旭永ビル２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226716-07537 かわぐちクリニック 〒564-0044 06-6338-0331川口　秀二 川口　秀二 平20. 7. 1内   診療所
     吹田市南金田二丁目７番１４号ス常　勤:    1 移転 現存
     トーク江坂１０１ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226816-07552 のざきクリニック 〒565-0813 06-7494-1033野﨑　元子 野﨑　元子 平20. 8. 1内   外   診療所
     吹田市千里丘下２１番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226916-07560 医療法人　菊秀会　皐〒564-0036 06-6319-1191医療法人菊秀会　理事谷一　芳夫 平20. 7. 1一般        76病院
     月病院 吹田市寿町二丁目７番２４号 常　勤:    5長　菊池　隆宏 移転 療養        60現存
     (医       5) 平26. 7. 1内   リハ 放  
     非常勤:   23 呼   消   循  
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227016-07578 医療法人親和会　野中〒565-0862 06-4863-4107医療法人親和会　理事野中　親哉 平20. 7. 1内   診療所
     内科クリニック 吹田市津雲台五丁目１９番１８号常　勤:    1長　野中　親哉 組織変更 現存
     千里つくも医療ビル３階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227116-07651 医療法人　とくだクリ〒565-0831 06-6816-7144医療法人とくだクリニ德田　光章 平21. 5. 1内   診療所
     ニック 吹田市五月が丘東９番１１号 常　勤:    1ック　理事長　德田　 移転 現存
     (医       1)光章 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 227216-07669 みさき医院 〒564-0011 06-6381-6022御前　治 御前　治 平21. 5. 1産婦 内   診療所
     吹田市岸部南二丁目１番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227316-07677 泌尿器科かなざわクリ〒564-0028 06-6383-5665金澤　利直 金澤　利直 平21. 6. 1ひ   診療所
     ニック 吹田市昭和町１３番２１号ケイエ常　勤:    1 新規 現存
     ム・ワンビル１階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227416-07727 愛和会　たてかわ内科〒564-0053 06-6388-0160医療法人財団　愛和会立川　豊吏 平21. 8. 1内   診療所
     クリニック 吹田市江の木町１６番６号愛和会常　勤:    1　理事長　立川　豊吏 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227516-07735 あかぎ耳鼻咽喉科 〒564-0041 06-6337-0050赤城　ゆかり 赤城　ゆかり 平21. 9. 1耳い アレ 診療所
     吹田市泉町五丁目１１番１２号リ常　勤:    1 新規 現存
     ーサイド豊津３１１号室 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227616-07776 清水クリニック 〒564-0031 06-6381-0308清水　孝郎 清水　孝郎 平21.12. 1内   診療所
     吹田市元町５番１４号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227716-07784 おかもと眼科 〒564-0041 06-6310-7730岡本　紀夫 岡本　紀夫 平22. 2. 1眼   診療所
     吹田市泉町五丁目１１番１２号リ常　勤:    1 新規 現存
     ーサイド豊津３階 (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227816-07792 おがわクリニック 〒565-0804 06-6878-3939小川　英樹 小川　英樹 平22. 4. 1内   消   放  診療所
     吹田市新芦屋上２３番１号メゾン常　勤:    1 新規 現存
     千里丘ショッピングセンター２階(医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227916-07800 医療法人　池田クリニ〒564-0026 06-6317-2010医療法人池田クリニッ池田　 重 平22. 4. 1内   透析 皮  診療所
     ック 吹田市高浜町１０番１７号吹田メ常　勤:    1ク　理事長　池田　 移転 現存
     ディカルビル３階４階 (医       1)重 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228016-07818 山本医院 〒564-0028 06-6381-1202山本　透 山本　透 平22. 4. 1外   内   皮  診療所
     吹田市昭和町３５番１６号 常　勤:    1 継承 こう 現存
     (医       1) 平28. 4. 1外科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   251 頁

 228116-07826 医療法人琢生会　神田〒564-0053 06-6339-7241医療法人琢生会　理事篠原　智子 平22. 4. 1婦   診療所
     マタニティクリニック吹田市江の木町５番２６号プラト常　勤:    1長　神田　宏治 継承 現存
     分院 ゥビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228216-07842 しものクリニック 〒564-0063 06-6330-8686下野　卓爾 下野　卓爾 平22. 5. 1小   内   診療所
     吹田市江坂町一丁目１０番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228316-07867 医療法人共愛会　相川〒564-0025 06-6381-2005医療法人共愛会　理事松田　敏宣 平22.12. 1内   循   呼内診療所
     診療所 吹田市南高浜町３２番１９号 常　勤:    1長　松田　敏宣 組織変更 放   心内 整外現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228416-07883 神原医院 〒565-0816 06-6878-0560江角　真理 江角　真理 平23. 1. 1内   小   診療所
     吹田市長野東１７番１５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228516-07891 医療法人　三楽会　た〒565-0863 06-6832-6662医療法人　三楽会　理髙沢　健一郎 平23. 1. 1内   循   診療所
     かさわ内科クリニック吹田市竹見台三丁目６番５号 常　勤:    2事長　髙沢　健一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228616-07917 医療法人　五秀会　保〒565-0862 06-6833-0333医療法人　五秀会　理保倉　透 平23. 1. 1眼   診療所
     倉眼科 吹田市津雲台一丁目１番４号リー常　勤:    2事長　保倉　透 組織変更 現存
     ザス南千里２階 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228716-07933 医療法人　英祥会　稲〒565-0824 06-6816-7130医療法人　英祥会　理稲澤　かおり 平23. 3. 1眼   内   精  診療所
     澤クリニック 吹田市山田西二丁目４番Ａ１－１常　勤:    1事長　稲澤　かおり 新規 現存
     １２ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228816-07966 もりはら皮ふ科クリニ〒564-0001 06-6339-4112森原　潔 森原　潔 平23. 6. 1皮   アレ 診療所
     ック 吹田市岸部北２－１－２６　吹田常　勤:    1 新規 現存
     千里ガーデンビル (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 228916-07974 医療法人山樹会　江坂〒564-0051 06-6338-0225医療法人山樹会　理事森田　玲子 平23. 8. 1皮   眼   診療所
     クリニック 吹田市豊津町１４番８号香川東急常　勤:    4長　西原　悟 組織変更 現存
     ビル５階 (医       4) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229016-07982 社会福祉法人みなと寮〒565-0874 06-6871-8018社会福祉法人みなと寮藤田　昌弘 平23. 9. 1内   診療所
     　弘済院第１特別養護吹田市古江台６丁目２番１号 常　勤:    1　理事長　大西　豊美 新規 現存
     老人ホーム診療所 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229116-07990 ももはらクリニック 〒564-0063 06-6330-5110桃原　実大 桃原　実大 平23. 9. 1ひ   内   診療所
     吹田市江坂町５丁目１５番１４号常　勤:    1 新規 現存
     メセナ緑地公園１０１号室 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229216-08006 あんどう眼科クリニッ〒564-0063 06-6318-5122安藤　彰 安藤　彰 平23. 9. 1眼   診療所
     ク 吹田市江坂町１丁目７－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229316-08014 医療法人 政会　よし〒564-0051 06-6310-3025医療法人 政会　理事 政　康直 平23. 8. 1内   循   診療所
     まさ内科クリニック 吹田市豊津町２番９号 常　勤:    1長　 政　康直 移転 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229416-08022 こが内科胃腸内科クリ〒565-0824 06-6876-2388古賀　香代子 古賀　香代子 平23.10. 1内   胃   診療所
     ニック 吹田市山田西３丁目２７－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229516-08030 松本医院 〒565-0821 06-6877-6005松本　憲明 松本　憲明 平23.10. 1内   小   皮  診療所
     吹田市山田東２丁目２５－５１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229616-08048 陳　整形外科クリニッ〒565-0824 06-6170-5133陳　宗雅 陳　宗雅 平23.11. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 吹田市山田西３－７７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229716-08063 医療法人　ともなが耳〒564-0063 06-4861-3387医療法人　ともなが耳朝永　康徳 平24. 1. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科 吹田市江坂町１丁目２１番３９号常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　朝 組織変更 現存
     土泰第一ビル２０５号 (医       1)永　康徳 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229816-08071 さたけ内科クリニック〒565-0836 06-6821-5640佐竹　晃 佐竹　晃 平24. 2. 1内   外   循  診療所
     吹田市佐井寺４丁目１１番１６号常　勤:    1 継承 消   こう リハ現存
     ラフィーネ千里１階 (医       1) 平30. 2. 1精   
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 229916-08097 医療法人　博明会　ふ〒565-0863 06-6873-5180医療法人　博明会　理福田　博道 平24. 4. 1眼   診療所
     くだ眼科 吹田市竹見台４－２－３竹見台パ常　勤:    1事長　福田　博道 移転 現存
     ークサイドビル２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230016-08105 おかだ眼科 〒564-0001 06-6170-8020岡田　明 岡田　明 平24. 5. 1眼   診療所
     吹田市岸部北２丁目１－２６千里常　勤:    1 新規 現存
     ガーデンクリニックビル３Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230116-08113 医療法人　学縁会　お〒565-0862 06-6152-9566医療法人　学縁会　理田村　学 平24. 7. 1耳い 内   診療所
     おさか往診クリニック吹田市津雲台２丁目１１番２号 常　勤:    2事長　田村　学 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230216-08121 医療法人京優会　北摂〒564-0002 06-6388-6666医療法人　京優会　理大谷　伊知郎 平24. 7. 1一般 病院
     三木病院 吹田市岸部中４丁目２５番６号 常　勤:    4事長　三木　良久 組織変更     一般    49現存
     (医       4) 平24. 7. 1内   消   整外
     非常勤:   26 リハ 
     (医      26) 消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230316-08154 医療法人　昭仁会　い〒564-0041 06-6330-1515医療法人　昭仁会　理井阪　昭彦 平24. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     さか整形外科 吹田市泉町５丁目１１番１２号リ常　勤:    1事長　井阪　昭彦 組織変更 現存
     ーサイド豊津２１２号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230416-08162 医療法人　高瀬・森本〒564-0026 06-6319-0111医療法人高瀬・森本ハ髙瀬　栄司 平24. 7. 1内   循   診療所
     ハートクリニック 吹田市高浜町１０番１７号吹田メ常　勤:    2ートクリニック　理事 組織変更 現存
     ディカルビル１階 (医       2)長　髙瀬　栄司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230516-08170 むらいりゅうたろうこ〒564-0041 06-6310-7762村井　竜太郎 村井　竜太郎 平24. 9. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 吹田市泉町５－１１－１２リーサ常　勤:    1 新規 現存
     イド豊津４１２号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230616-08188 なかがわ整形外科 〒565-0842 06-6170-7801仲川　豪一 仲川　豪一 平24.10. 1整外 リハ 診療所
     吹田市千里山東４丁目６番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ウェストフィールド７　１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230716-08196 たかやす耳鼻咽喉科 〒565-0842 06-6378-3387髙安　定 髙安　定 平24. 8.25耳い アレ 診療所
     吹田市千里山東４丁目６番１０号常　勤:    1 移転 現存
     ウエストフィールド７　１号室 (医       1) 平24. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230816-08204 森内科クリニック 〒565-0842 06-6387-1411森　直人 森　直人 平24.10. 1内   診療所
     吹田市千里山東４丁目６番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ウェストフィールド７　２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 230916-08220 くれたにクリニック 〒564-0001 06-6318-5525榑谷　知大 榑谷　知大 平24.12. 3心内 精   診療所
     吹田市岸部北２丁目１－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231016-08238 医療法人社団日翔会　〒565-0802 06-6147-6881医療法人社団日翔会　渡邊　克哉 平24.11. 1内   精   皮  診療所
     わたなべクリニック 吹田市青葉丘南６番９号パルプラ常　勤:    1理事長　渡邊　克哉 移転 現存
     ザ青葉丘１０３号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:   16
     (医      15)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231116-08253 ひだか内科クリニック〒564-0001 06-6170-8272日高　敏博 日高　敏博 平25. 1. 1内   消   診療所
     吹田市岸部北２丁目１番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231216-08261 田坂皮フ科クリニック〒565-0862 06-6872-8190田坂　佳名子 田坂　佳名子 平25. 2. 1皮   診療所
     吹田市津雲台１－２南千里ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ　２０５号 (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231316-08279 医療法人　晋明会　京〒565-0824 06-6875-3500医療法人　晋明会　理京谷　晋吾 平25. 1. 1内   循   診療所
     谷医院 吹田市山田西４丁目２番１８号サ常　勤:    1事長　京谷　晋吾 組織変更 現存
     ンノーブルＹＡＭＡＭＯＴＯ１０(医       1) 平25. 1. 1
     ４号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231416-08287 医療法人　垂桜会　奥〒564-0062 06-6170-1151医療法人　垂桜会　理奥田　恭久 平25. 1. 1内   呼   アレ診療所
     田内科クリニック 吹田市垂水町１丁目７－１３号 常　勤:    1事長　奥田　恭久 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231516-08295 医療法人ユリシス会　〒565-0831 06-6877-6660医療法人ユリシス会　木村　眞一 平25. 2. 1内   診療所
     きむら訪問クリニック吹田市五月が丘東１３番１８号第常　勤:    1理事長　木村　眞一 組織変更 現存
     ２誠和ビル２１０号 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231616-08303 ひらやまクリニック 〒564-0052 06-6192-7707平山　大雅 平山　大雅 平25. 4. 1内   心内 精  診療所
     吹田市広芝町４丁目２８番アルデ常　勤:    1 新規 現存
     ール江坂２０３ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231716-08329 まつむら胃腸科クリニ〒565-0804 06-6369-7077松村　有美子 松村　有美子 平25. 5. 1胃   内   外  診療所
     ック 吹田市新芦屋上２２－１－１０２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 231816-08337 遠藤皮膚科 〒565-0851 06-6337-2625遠藤　由紀子 遠藤　由紀子 平25. 4. 1皮   診療所
     吹田市千里山西５丁目１－１　千常　勤:    1 継承 現存
     里山阪急ビル３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231916-08345 シャンティ　クリニッ〒564-0051 06-6368-9969佐野　秀明 佐野　秀明 平25. 6. 1内   心内 和漢診療所
     ク 吹田市豊津町１１－３９江坂クリ常　勤:    1 新規 精   現存
     スタルビル４階 (医       1) 平25. 6. 1内科、漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232016-08352 医療法人　荒木内科医〒565-0824 06-6876-8130医療法人　荒木内科医荒木　健 平25. 5. 1内   小   診療所
     院 吹田市山田西２－４－２７ 常　勤:    2院　理事長　荒木　健 移転 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232116-08360 望月内科 〒565-0854 06-6871-0631望月　圭 望月　圭 平25.10. 1内   消   呼内診療所
     吹田市桃山台２－２－３ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232216-08378 医療法人　末嗣会　あ〒565-0841 06-6192-4611医療法人　末嗣会　理明石　末美 平26. 1. 1眼   診療所
     かし眼科 吹田市上山手町３０番１号アーバ常　勤:    1事長　明石　末美 組織変更 現存
     ンヒルズ千里１階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232316-08386 こどもクリニック立花〒564-0041 06-6155-8283立花　賢治 立花　賢治 平26. 3. 1小   アレ 診療所
     吹田市泉町３丁目１９－２７フォ常　勤:    1 新規 現存
     ートビラージュ黒田　２０１号 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232416-08394 ひろたクリニック 〒565-0863 06-6155-5019廣田　卓也 廣田　卓也 平26. 4. 1心内 神内 精  診療所
     吹田市竹見台４丁目２番３号竹見常　勤:    1 新規 現存
     台パークサイドビル３階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232516-08428 市立吹田市民病院 〒564-0082 06-6387-3311地方独立行政法人市立冨永　信彦 平26. 4. 1一般       431病院
     (16-68428 ) 吹田市片山町２丁目１３番２０号常　勤:  107吹田市民病院　理事長 組織変更 内   循   神内現存
     (医     107)　徳田　育朗 平26. 4. 1消   小   整外
     非常勤:   11 外   眼   脳外
     (医       6) 産婦 皮   ひ  
     (歯       5) 耳い 放   リハ
     麻   精   心内
     病理 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232616-08436 村クリニック 〒565-0863 06-6871-0231 村　与志郎 村　与志郎 平26. 5. 7内   呼内 消  診療所
     吹田市竹見台４－２－６ 常　勤:    1 移転 循   神内 皮  現存
     (医       1) 平26. 5. 7ひ   
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 232716-08444 医療法人沖縄徳洲会　〒565-0814 06-6878-1110医療法人沖縄徳洲会　金香　充範 平26. 7. 1一般       265病院
     (16-68444 ) 吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西２１－１ 常　勤:   44理事長　鈴木　隆夫 新規 療養       100現存
     (医      42) 平26. 7. 1内   循   呼内
     (歯       2) 消   神内 透析
     非常勤:  154 外   呼外 心外
     (医     148) 脳外 整外 形外
     (歯       6) 産婦 ひ   眼  
     皮   耳い 小  
     放   リハ 病理
     麻   歯   歯外
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、腫瘍内科、腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232816-08451 医療法人　はたクリニ〒565-0851 06-6193-0770医療法人はたクリニッ畑　茂樹 平26. 7. 1内   小   診療所
     ック 吹田市千里山西五丁目１番１号千常　勤:    1ク　理事長　畑　茂樹 組織変更 現存
     里山阪急ビル２階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232916-08469 医療法人新樹会　にい〒565-0862 06-6836-0020医療法人新樹会　理事新居延　高宏 平26. 7. 1内   消   診療所
     のぶクリニック 吹田市津雲台一丁目１番４号リー常　勤:    1長　新居延　高宏 組織変更 現存
     ザス南千里２階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233016-08477 医療法人　こどもクリ〒565-0862 06-6836-0896医療法人こどもクリニ北　知子 平26. 7. 1小   診療所
     ニック北 吹田市津雲台一丁目１番４号リー常　勤:    1ック北　理事長　北　 組織変更 現存
     ザス南千里２階 (医       1)知子 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233116-08485 医療法人　ほそいがく〒565-0874 06-6155-0255医療法人ほそいがくこ細井　岳 平26. 7. 1小   アレ 診療所
     こども診療所 吹田市古江台４丁目２番６０号千常　勤:    1ども診療所　理事長　 組織変更 現存
     里ノルテビル５階 (医       1)細井　岳 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233216-08493 医療法人健侑会　中島〒565-0824 06-6816-7333医療法人健侑会中島内中島　譲 平26. 7. 1内   診療所
     内科クリニック 吹田市山田西３丁目５６－２ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　中島　譲 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233316-08501 ふくおかクリニック 〒565-0853 06-6389-7227福岡　哲男 福岡　哲男 平26. 8. 1内   麻   リハ診療所
     吹田市春日１丁目１番１号サンプ常　勤:    1 新規 現存
     ラザ新御堂３階３０２号 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233416-08519 市森クリニック 〒565-0824 06-6310-1234市森　裕章 市森　裕章 平26. 8. 1小   アレ 診療所
     吹田市山田西４丁目２番１８号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンノーブルＹＡＭＡＭＯＴＯ１階(医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 233516-08527 塚原クリニック 〒565-0874 06-6873-7510塚原　康生 塚原　康生 平26. 7. 1胃   こう 内  診療所
     吹田市古江台４－２－６０北千里常　勤:    1 継承 外   現存
     医療ビル５０３号 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233616-08535 西田ヒロ子クリニック〒564-0063 06-6380-1651西田　ヒロ子 西田　ヒロ子 平26. 9. 1婦   診療所
     吹田市江坂町１丁目２１番３９号常　勤:    1 新規 現存
     土泰第一ビル３０３ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233716-08543 医療法人社団公仁会　〒564-0031 06-6381-2281医療法人社団公仁会　中元　章惠 平26.11. 1婦   放   診療所
     城クリニック 吹田市元町２６番１０号 常　勤:    2理事長　中元　章惠 移転 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233816-08550 医療法人智晴会　越智〒564-0027 06-6381-6855医療法人智晴会　理事越智　亮介 平27. 1. 1眼   診療所
     眼科 吹田市朝日町１３番３号 常　勤:    2長　越智　温夫 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233916-08568 医療法人一 会　おか〒565-0862 06-6831-3916医療法人一 会　理事岡本　昌也 平27. 1. 1内   神内 神  診療所
     もと内科・脳神経クリ吹田市津雲台四丁目１番１４号 常　勤:    1長　岡本　昌也 組織変更 精   現存
     ニック (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234016-08576 医療法人五啓会　髙橋〒565-0874 06-6833-8555医療法人五啓会　理事髙橋　歩 平27. 1. 1脳外 診療所
     脳神経外科クリニック吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1長　髙橋　歩 組織変更 現存
     里ノルテビル１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234116-08584 医療法人桃浩会　まる〒565-0804 06-6170-8126医療法人桃浩会　理事丸山　ひろみ 平27. 1. 1耳い 診療所
     やま耳鼻咽喉科 吹田市新芦屋上２２番１号 常　勤:    1長　丸山　ひろみ 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234216-08592 おきしろ在宅クリニッ〒565-0824 06-6318-7001沖代　奈央 沖代　奈央 平27. 4. 1内   診療所
     ク 吹田市山田西３－５１－６サンシ常　勤:    2 新規 現存
     ャトー山本Ｂ２ (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234316-08600 吹田市立休日急病診療〒564-0072 06-6339-2271吹田市長　後藤　圭二河野　誠三 平27. 2.22内   小   外  診療所
     (16-68600 ) 所 吹田市出口町１９番２号吹田市立常　勤:    1 移転 歯   現存
     保健センター内 (医       1) 平27. 2.22
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 234416-08618 なかむらレディースク〒564-0051 06-6378-7333中村　嘉宏 中村　嘉宏 平27. 4. 1婦   産   ひ  診療所
     リニック 吹田市豊津町１３番４５号第３暁常　勤:    4 継承 泌尿器科は第三現存
     ビル (医       4) 平27. 4. 1日曜午後の完全
     非常勤:    1 予約制
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234516-08634 さか耳鼻咽喉科クリニ〒565-0845 06-6319-8741坂　直樹 坂　直樹 平27. 7. 1耳い 診療所
     ック 吹田市千里山星が丘１番１号カス常　勤:    1 新規 現存
     テル・ルーク千里星ヶ丘１０２号(医       1) 平27. 7. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234616-08642 はしたに整形外科クリ〒565-0804 06-6875-1000橋谷　実 橋谷　実 平27. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 吹田市新芦屋上２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234716-08659 医療法人いちえ　有希〒564-0027 06-6383-6924医療法人いちえ　理事鬼頭　有代 平27. 7. 1心内 精   小  診療所
     クリニック 吹田市朝日町５番１１号シップス常　勤:    1長　鬼頭　有代 組織変更 現存
     ビル５階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234816-08667 医療法人和永会　耳鼻〒564-0001 06-6310-8711医療法人和永会　理事須永　壮一 平27. 7. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科すながクリニッ吹田市岸部北二丁目１番２６号吹常　勤:    1長　須永　壮一 組織変更 現存
     ク 田千里ガーデンビル１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234916-08675 医療法人緑守会　津田〒564-0051 06-6338-3387医療法人緑守会　理事津田　守 平27. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科クリニック吹田市豊津町１番４３内田ロイヤ常　勤:    1長　津田　守 組織変更 現存
     ルハイツ２Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235016-08683 医療法人恵久会　ばん〒564-0036 06-6319-3773医療法人恵久会　理事伴　秀利 平27. 7.27呼内 内   診療所
     呼吸器内科クリニック吹田市寿町一丁目３番１３号 常　勤:    1長　伴　秀利 移転 現存
     (医       1) 平27. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235116-08709 井波医院 〒564-0082 06-6388-0705井波　修 井波　修 平27.10.20内   小   放  診療所
     吹田市片山町３丁目３７番３号 常　勤:    1 継承 胃   循   現存
     (医       1) 平27.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235216-08717 医療法人末嗣会　あか〒565-0855 06-6836-1177医療法人末嗣会　理事明石　浩嗣 平28. 2. 1内   外   診療所
     し内科外科クリニック吹田市佐竹台１丁目４番１号クリ常　勤:    1長　明石　末美 新規 現存
     ニックモール２０２ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 235316-08725 医療法人　えちごクリ〒565-0873 06-6832-1230医療法人えちごクリニ越後　茂之 平28. 1. 1小   内   循  診療所
     ニック 吹田市藤白台四丁目３３番１２号常　勤:    1ック　理事長　越後　 組織変更 現存
     (医       1)茂之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235416-08733 いざわクリニック 〒564-0028 06-6318-2100伊澤　光 伊澤　光 平28. 3. 1外   内   消  診療所
     吹田市昭和町１８番１５号マルマ常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ンフラット吹田１階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235516-08741 いわな整形外科 〒565-0843 06-6170-3456岩名　大樹 岩名　大樹 平28. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     吹田市千里山松が丘２６－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235616-08766 かまち　レディースク〒565-0855 06-6170-9129蒲池　圭一 蒲池　圭一 平28. 5. 1婦   産   内  診療所
     リニック 吹田市佐竹台一丁目４番１号　２常　勤:    1 新規 現存
     ０１号室 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235716-08782 えもと心の健康クリニ〒565-0855 06-6836-6777江本　康一 江本　康一 平28. 5. 1精   心内 診療所
     ック 吹田市佐竹台１丁目４番１号クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックモール南千里３０１ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235816-08790 ゆうあい整形外科 〒565-0855 06-6155-5711佐藤　巌 佐藤　巌 平28. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     吹田市佐竹台１－４－１－１０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235916-08808 まつもと眼科 〒564-0082 06-6389-0001松本　雄介 松本　雄介 平28. 6. 1眼   診療所
     吹田市片山町２丁目４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236016-08816 おだ医院 〒564-0082 06-6318-5335小田　知文 小田　知文 平28. 6. 1内   呼   診療所
     吹田市片山町２丁目４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236116-08824 もり糖尿病クリニック〒564-0026 06-6155-6582森　久也 森　久也 平28. 7. 1内   診療所
     吹田市高浜町１０－１７吹田メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル２Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236216-08832 角谷クリニック 〒564-0027 06-6382-5668角谷　岳朗 角谷　岳朗 平28. 7.20精   心内 診療所
     吹田市朝日町２３－１４ｂｌａｎ常　勤:    1 移転 現存
     ｃビル３Ｆ (医       1) 平28. 7.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 236316-08840 つばき内科クリニック〒564-0028 06-6319-1666山本　和美 山本　和美 平28.10. 1内   循   診療所
     吹田市昭和町１番１号アイワステ常　勤:    1 新規 現存
     ーションビル１階 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236416-08857 岸辺こころのクリニッ〒564-0011 06-7171-7451石川　慎一 石川　慎一 平28.11. 1心内 精   診療所
     ク 吹田市岸部南１丁目２４番１号ソ常　勤:    1 新規 現存
     フィア２１　１０１号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236516-08865 皮フ科千里山クリニッ〒565-0842 06-6338-5575藤田　純 藤田　純 平28.10. 1皮   診療所
     ク 吹田市千里山東４丁目６番１０号常　勤:    1 継承 現存
     ウェストフィールド７　２階５号(医       1) 平28.10. 1
     室 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236616-08873 吹田千寿園クリニック〒564-0043 06-6310-9070社会福祉法人諭心会　児島　義介 平28.11. 1内   外   皮  診療所
     吹田市南吹田４丁目１３番３６号常　勤:    1理事　山路　孟 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236716-08881 さくら診療所 〒565-0875 06-6835-3794渡 　康裕 渡 　康裕 平28.12. 1内   放   診療所
     吹田市青山台２丁目１１番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236816-08899 医療法人愛成会　めぐ〒565-0841 06-4860-6767医療法人愛成会　理事井上　慶子 平29. 2. 1内   皮   診療所
     みクリニック 吹田市上山手町２３番１２号吹田常　勤:    1長　石川　 至 新規 現存
     ＳＫＩビル１階 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236916-08915 いとうレディースクリ〒565-0844 06-6369-7333伊藤　啓二朗 伊藤　啓二朗 平29. 3.13婦   診療所
     ニック 吹田市千里山霧が丘１丁目５番レ常　勤:    1 新規 現存
     ユシール１０１号 (医       1) 平29. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237016-08923 たかはし心のクリニッ〒564-0051 06-6310-6985高橋　知章 高橋　知章 平29. 4. 5心内 精   診療所
     ク 吹田市豊津町１番３１号ヨシタケ常　勤:    1 新規 現存
     ビル６階 (医       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237116-08931 宮下医院 〒565-0862 06-6834-3333宮下　光太郎 宮下　光太郎 平29. 4. 1内   神内 診療所
     吹田市津雲台１丁目１番２号アー常　勤:    1 新規 現存
     バス南千里３０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 237216-08949 うえやま内科クリニッ〒564-0041 06-6170-3339上山　茂充 上山　茂充 平29. 5. 1内   消   診療所
     ク 吹田市泉町５丁目１１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237316-08956 小谷診療所 〒564-0063 06-6386-1651小谷　一晃 小谷　一晃 平29. 4. 1内   診療所
     吹田市江坂町四丁目１０番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237416-08964 医療法人淳和会　 原〒565-0862 06-6831-3387医療法人淳和会　理事 　淳二 平29. 5. 1耳い アレ 診療所
     耳鼻咽喉科クリニック吹田市津雲台一丁目１番２号アー常　勤:    1長　 　淳二 移転 現存
     バス南千里Ｃ３０１号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237516-08972 医療法人　桜来会　き〒564-0051 06-6338-5050医療法人桜来会　理事木村　弘子 平29. 5. 6小   内   外  診療所
     むらクリニック 吹田市豊津町４番３８号 常　勤:    2長　木村　弘子 移転 現存
     (医       2) 平29. 5. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237616-08980 江坂下肢静脈瘤クリニ〒564-0063 06-6105-8461小野　眞 小野　眞 平29. 8. 1外   形外 美外診療所
     ック　東京中央美容外吹田市江坂町１丁目２１番１７号常　勤:    1 新規 皮   現存
     科 ＥＳＡＫＡ松尾ビル３Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237716-08998 吉岡医院 〒564-0073 06-6389-5015吉岡　泰彦 吉岡　泰彦 平29. 7. 1外   内   消  診療所
     吹田市山手町三丁目２４番８号 常　勤:    2 継承 放   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237816-09103 うえじま整形外科クリ〒564-0001 06-6821-3111上島　大輔 上島　大輔 平29.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 吹田市岸部北５丁目２０番３号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンリッツ東千里１階１０３号室 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237916-09111 医療法人　たかやま眼〒565-0855 06-6871-5200医療法人たかやま眼科髙山　弘平 平29. 9. 1眼   診療所
     科 吹田市佐竹台１丁目４番１号クリ常　勤:    1　理事長　髙山　弘平 組織変更 現存
     ニックモール３０２号室 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238016-09129 医療法人吹生会　たき〒565-0821 06-6816-1000医療法人吹生会　理事滝沢　義唯 平29. 9. 1精   内   診療所
     ざわクリニック 吹田市山田東一丁目１０番３４号常　勤:    1長　滝沢　義唯 組織変更 現存
     ライジングビル新小川２０３ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 238116-09137 医療法人ロングウッド〒565-0874 06-6832-8635医療法人ロングウッド前田　和久 平29. 9. 1内   循   リハ診療所
     　前田クリニック 吹田市古江台四丁目２番３８号デ常　勤:    1　理事長　前田　和久 組織変更 現存
     ィオス北千里２番館２－２０３号(医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238216-09152 医療法人鳳樹会　杉本〒564-0036 06-6381-7720医療法人鳳樹会　理事杉本　憲治 平30. 1. 1内   胃   病理診療所
     憲治クリニック 吹田市寿町１丁目４番１号 常　勤:    3長　杉本　憲治 移転 現存
     (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238316-09178 おがさわら眼科 〒564-0062 06-6338-8133小笠原　典子 小笠原　典子 平30. 3. 1眼   診療所
     吹田市垂水町１－２－１９シェモ常　勤:    1 継承 現存
     アトヨツ２Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238416-09186 医療法人　佐竹クリニ〒564-0028 06-6381-0017医療法人佐竹クリニッ佐竹　一成 平30. 3. 1消   内   外  診療所
     ック 吹田市昭和町１０番２４号 常　勤:    1ク　理事長　佐竹　一 組織変更 現存
     (医       1)成 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238516-09194 医療法人郁生会　あめ〒565-0823 06-6155-6541医療法人郁生会　理事雨宮　かおり 平30. 3. 1眼   診療所
     みや眼科 吹田市山田南３０番８号 常　勤:    1長　雨宮　かおり 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238616-09202 ８１ｃｌｉｎｉｃ　大〒564-0051 06-6170-7397村川　幸稔 村川　幸稔 平30. 5. 1形外 皮   診療所
     阪国際美容外科 吹田市豊津町９番１５号日本興業常　勤:    1 新規 現存
     ビル９階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238716-09210 明治国際医療大学吹田〒564-0034 06-6381-2520学校法人明治東洋医学 　二郎 平30. 4. 1内   和漢 心内診療所
     クリニック 吹田市西御旅町７－５３ 常　勤:    1院　理事長　谷口　和 移転 精   リハ 現存
     (医       1)彦 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238816-09228 いしかわクリニック 〒564-0051 06-6369-0077石川　真平 石川　真平 平30. 5. 1内   消   こう診療所
     吹田市豊津町１１番４１号ファミ常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     リア江坂１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 238917-00035 社会福祉法人四天王寺〒543-0052 06-6779-1401社会福祉法人　四天王髙田　興 昭32. 8.11一般       150病院
     福祉事業団　四天王寺大阪市天王寺区大道一丁目４番４常　勤:   14寺福祉事業団　理事長 新規 療養        47現存
     病院 １号 (医      14)　瀧藤　尊淳 平29. 8.11内   神内 消  
     非常勤:   23 循   外   整外
     (医      23) ひ   皮   眼  
     耳い 放   リハ
     内科、消化器内
     科、循環器内科
     、血液内科、消
     化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239017-00753 大阪赤十字病院 〒543-8555 06-6774-5111日本赤十字社　社長　坂田　隆造 昭32.10. 1一般       922地域支援
     (17-60753 ) 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０常　勤:  229近衞　忠煇 新規 精神        42病院
     号 (医     224) 平29.10. 1内   リウ 消  現存
     (歯       5) 循   神内 外  
     非常勤:   49 心外 眼   産婦
     (医      44) 皮   ひ   耳い
     (歯       5) 小   小外 呼内
     呼外 精   整外
     リハ 形外 脳外
     歯   歯外 放  
     麻   救命 臨床
     病理 
     内科、リウ内、
     腎臓内、血液内
     、糖尿病・内分
     泌内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239117-01256 公益財団法人　聖バル〒543-0032 06-6779-1600公益財団法人　聖バル成瀨　勝彦 昭39.11. 1一般        73病院
     ナバ病院 大阪市天王寺区細工谷一丁目３番常　勤:    5ナバ病院　理事長　小 新規 産   婦   小  現存
     １８号 (医       5)澤　淑郎 平24.11. 1
     非常勤:   39
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239217-01439 医療法人小林会　小林〒543-0052 06-6779-5586医療法人小林会　理事小林　正之 昭43. 3. 1整外 外   内  診療所
     整形外科診療所 大阪市天王寺区大道四丁目２番２常　勤:    2長　小林　正之 組織変更 リハ リウ 小  現存
     １号 (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239317-01702 医療法人社団　湯川胃〒543-0033 06-6771-4861医療法人社団湯川胃腸石田　武 昭48. 4. 1一般        34病院
     腸病院 大阪市天王寺区堂ケ芝２－１０－常　勤:    6病院　理事長　湯川　 新規 内   消   放  現存
     ２ (医       6)ひろみ 平30. 4. 1
     非常勤:   38
     (医      38)
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 239417-01868 島田内科 〒543-0045 06(6771)0154島田　康雄 島田　康雄 昭54. 3. 1内   循   皮  診療所
     大阪市天王寺区寺田町２－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239517-01934 小出内科神経科 〒543-0073 06-6779-2003小出　秀達 小出　秀達 昭55. 7. 1一般         4診療所
     大阪市天王寺区生玉寺町３番５号常　勤:    3 新規 精   神   内  現存
     (医       2) 平28. 7. 1神内 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239617-01975 浅井眼科診療所 〒543-0013 06-6768-7327浅井　義一 浅井　義一 昭56. 7. 1眼   診療所
     大阪市天王寺区玉造本町５番１４常　勤:    1 新規 現存
     －１０２ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239717-01983 医療法人正啓会　西下〒543-0053 06-6771-2450医療法人　正啓会　理西下　正和 昭56. 7.25療養        60病院
     胃腸病院 大阪市天王寺区北河堀町４番１５常　勤:    1事長　西下　正和 新規 内   胃   現存
     号 (医       1) 平29. 7.25
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239817-02080 遠藤クリニック 〒543-0002 06-6772-4997遠藤　友一郎 遠藤　友一郎 昭58. 8. 1内   消   小  診療所
     大阪市天王寺区上汐五丁目５番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239917-02155 ＮＴＴ西日本大阪病院〒543-0042 06-6773-7181西日本電信電話株式会前田　恵治 昭60. 4. 1一般 病院
     (17-62155 ) 大阪市天王寺区烏ケ辻二丁目６番常　勤:   79社　代表取締役　村尾 組織変更     一般   341現存
     ４０号 (医      75)　和俊 平30. 4. 1内   精   放  
     (歯       4) 神   外   整外
     非常勤:   47 皮   ひ   眼  
     (医      42) 耳い 婦   麻  
     (歯       5) 心内 歯   歯外
     循   リハ 消  
     矯歯 呼内 病理
     臨床 アレ リウ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240017-02171 社会医療法人寿楽会　〒543-0052 06-6779-1226社会医療法人　寿楽会櫻井　真由美 昭60.11. 1内   診療所
     寿楽会クリニック 大阪市天王寺区大道四丁目１番１常　勤:    1　理事長　大野　良興 新規 現存
     １号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   265 頁

 240117-02254 医療法人孟仁会　悲田〒543-0055 06-6773-2971医療法人孟仁会　理事 本　久司 昭62. 4. 1精   神   内  診療所
     院クリニック 大阪市天王寺区悲田院町５番１３常　勤:    3長　山路　孟 組織変更 現存
     号 (医       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240217-02379 医療法人　小林耳鼻咽〒543-0052 06-6779-8239医療法人小林耳鼻咽喉小林　正明 昭43. 6. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市天王寺区大道四丁目１０番常　勤:    2科　理事長　小林　正 新規 現存
     ４号たつみビル２階 (医       2)明 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240317-02395 医療法人　津留医院 〒543-0073 06-6771-1725医療法人津留医院　理津留　基通 昭43. 9. 1内   小   放  診療所
     大阪市天王寺区生玉寺町４番３８常　勤:    1事長　津留　基通 新規 消   現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240417-02403 医療法人　山口医院 〒543-0016 06-6761-0287医療法人山口医院　理山口　朝子 昭47.12. 1内   診療所
     大阪市天王寺区餌差町１５番８号常　勤:    1事長　山口　朝子 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240517-02411 河本レディス・クリニ〒543-0001 06-6762-5842河本　俊樹 河本　俊樹 平元. 8. 1婦   診療所
     ック 大阪市天王寺区上本町五丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240617-02445 医療法人　聖授会クリ〒543-0021 06-6761-2200医療法人　聖授会　理平田　充彦 平 2. 7. 1内   放   診療所
     ニック 大阪市天王寺区東高津町７番１１常　勤:    2事長　梶山　高志 組織変更 現存
     号大阪府教育会館５階 (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240717-02536 栗本内科 〒543-0021 06-6765-8101栗本　興一 栗本　興一 平 5. 1. 1内   循   診療所
     大阪市天王寺区東高津町１１番７常　勤:    1 新規 現存
     号Ｉ．Ｂ．Ｐ．タワー２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240817-02551 医療法人　上町会ナベ〒543-0001 06-6773-0110医療法人上町会ナベヤ鍋谷　登 平 5. 1. 1内   循   呼内診療所
     ヤクリニック 大阪市天王寺区上本町六丁目３番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 アレ 現存
     ３１－５０５ (医       1)鍋谷　登 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240917-02585 医療法人　脇本産婦人〒543-0012 06-6761-5537医療法人脇本産婦人科脇本　博 平 5. 7. 1一般         6診療所
     科 大阪市天王寺区空堀町１番１９号常　勤:    3　理事長　脇本　博 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       3) 平29. 7. 1
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 241017-02593 長谷川耳鼻咽喉科 〒543-0014 06-6767-2484長谷川　哲 長谷川　哲 平 5. 9. 1耳い 診療所
     大阪市天王寺区玉造元町７番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241117-02627 医療法人　河村クリニ〒543-0001 06(6761)6788医療法人河村クリニッ河村　裕憲 平 6. 1. 1ひ   内   診療所
     ック 大阪市天王寺区上本町５－６－９常　勤:    2ク　理事長　河村　裕 組織変更 現存
     (医       2)憲 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241217-02684 大阪府医師会保健医療〒543-0011 06-6768-1450一般社団法人大阪府医小川　隆平 平 6. 4. 1放   内   婦  診療所
     センター 大阪市天王寺区清水谷町１９－１常　勤:    3師会　会長　茂松　茂 移転 現存
     ４ (医       3)人 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241317-02718 森本医院 〒543-0014 06(6768)5771森本　悦司 森本　悦司 平 6. 7. 1内   麻   診療所
     大阪市天王寺区玉造元町２－４　常　勤:    3 新規 現存
     玉造トップス２階 (医       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241417-02726 東産婦人科眼科 〒543-0042 06-6772-2460東　芳賢 東　芳賢 平 6. 8. 1産婦 眼   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番常　勤:    2 新規 現存
     ２３号２階 (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241517-02775 脇本眼科 〒543-0014 06-6765-8393脇本　京子 脇本　京子 平 7. 7. 1眼   診療所
     大阪市天王寺区玉造元町２番４号常　勤:    1 新規 現存
     トップス玉造ビル３階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241617-02809 三沢クリニック 〒543-0043 06-6773-8770三澤　英世 三澤　英世 平 7. 9. 1精   内   皮  診療所
     大阪市天王寺区勝山三丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号大松ビル３階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241717-02825 起福クリニック 〒543-0027 06-6775-8003鄭　 寿 鄭　 寿 平 8. 1. 1内   神   精  診療所
     大阪市天王寺区筆ケ崎町２番１８常　勤:    1 新規 皮   現存
     号タイセイ第２ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241817-02833 医療法人　平山クリニ〒543-0063 06-6775-8585医療法人平山クリニッ平山　栄一 平 8. 1. 1精   心内 診療所
     ック 大阪市天王寺区茶臼山町１番１８常　勤:    1ク　理事長　平山　栄 組織変更 現存
     号天王寺エルムビル２階 (医       1)一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241917-02858 医療法人裕生会　裕生〒543-0055 06-6770-1310医療法人裕生会　理事井上　徹 平 8. 2. 1内   透析 診療所
     会クリニック 大阪市天王寺区悲田院町１０番３常　勤:    2長　三上　裕司 新規 現存
     ９号 (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 242017-02866 医療法人出馬会　出馬〒543-0023 06-6761-1269医療法人　出馬会　理出馬　晋二 平 8. 7. 1一般         4診療所
     クリニック 大阪市天王寺区味原町１３番３号常　勤:    1事長　出馬　晋二 移転 産   婦   内  現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242117-02916 社会福祉法人　四天王〒543-0035 06-6773-1811社会福祉法人　四天王岩倉　研二 平 9. 1. 1内   消   診療所
     寺福祉事業団　特別養大阪市天王寺区北山町９番６号 常　勤:    1寺福祉事業団　理事長 新規 内科、消化器内現存
     護老人ホーム北山苑診 (医       1)　瀧藤　尊淳 平30. 1. 1科
     療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242217-02940 池田診療所 〒543-0051 06-6771-8008津田　幸世 津田　幸世 平 9. 3.26内   小   診療所
     大阪市天王寺区四天王寺一丁目１常　勤:    1 継承 現存
     １番７４号 (医       1) 平30. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242317-03013 社会福祉法人四天王寺〒543-0014 06-6763-4115社会福祉法人四天王寺北川　誠一 平 9.11. 1内   外   診療所
     福祉事業団　特別養護大阪市天王寺区玉造元町１番２９常　勤:    1福祉事業団　理事長　 新規 現存
     老人ホーム四天王寺た号 (医       1)瀧藤　尊淳 平24.11. 1
     まつくり苑診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242417-03039 医療法人コスモス会　〒543-0055 06-6775-8011医療法人コスモス会フ髙橋　愛 平 9.10. 1眼   診療所
     フジモト眼科天王寺Ｍ大阪市天王寺区悲田院町１０番３常　勤:    1ジモト眼科　理事長　 組織変更 現存
     ｉＯ分院 ９号天王寺ＭｉＯ８０３ (医       1)藤本　可芳子 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242517-03047 片岸医院 〒543-0054 06-6771-6356片岸　達夫 片岸　達夫 平 9.11. 1内   消   診療所
     大阪市天王寺区南河堀町９番４１常　勤:    1 移転 内科、消火器内現存
     号 (医       1) 平24.11. 1科、肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242617-03062 医療法人よつば会　松〒543-0042 06-6779-4477医療法人よつば会　松松永　一博 平10. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     永耳鼻咽喉科 大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番常　勤:    1永耳鼻咽喉科　理事長 組織変更 現存
     ２４号Ｋ’Ｓスクエア４階 (医       1)　松永　一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242717-03070 前田クリニック 〒543-0001 06-6771-2325前田　克昭 前田　克昭 平10. 3. 1消   外   こう診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ３１号ハイハイタウン４０６号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242817-03088 こいでクリニック 〒543-0056 06-6771-7525小出　誠司 小出　誠司 平10. 4. 1心内 神内 精  診療所
     大阪市天王寺区堀越町１６番１０常　勤:    1 新規 現存
     号大信ビルディング６階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 242917-03104 西下消化器クリニック〒543-0054 06-6779-7979西下　正成 西下　正成 平10. 8. 1消   内   循  診療所
     大阪市天王寺区南河堀町６番３３常　勤:    2 新規 現存
     号 (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243017-03138 平岡クリニック 〒543-0001 06-6771-9955平岡　哲郎 平岡　哲郎 平10.10. 1内   胃   消  診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目３番常　勤:    1 新規 放   現存
     ３１－５０６号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243117-03146 川津皮膚科 〒543-0042 06-6773-8838川津　智是 川津　智是 平11. 5. 1皮   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １号ＭＩビル７階 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243217-03187 宮原レディスクリニッ〒543-0045 06-4305-8806宮原　義良 宮原　義良 平11. 5. 1婦   診療所
     ク 大阪市天王寺区寺田町一丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ３号グランアルシュ２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243317-03211 大手眼科クリニック 〒543-0001 06-6761-2118大手　昭俊 大手　昭俊 平11. 4. 1眼   診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     ２２号山崎製煉ビル１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243417-03229 医療法人歓喜会　辻外〒543-0072 06-6771-0681医療法人　歓喜会　理辻　卓司 平11. 9. 1一般        71病院
     科リハビリテーション大阪市天王寺区生玉前町３番２４常　勤:    8事長　辻　卓司 移転 整外 内   外  現存
     病院 号 (医       8) 平29. 9. 1リハ 
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243517-03260 三好産婦人科 〒543-0021 06-6761-7236三好　得司 三好　得司 平12. 2.28産   婦   診療所
     大阪市天王寺区東高津町１０番７常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243617-03328 ちかえレディースクリ〒543-0023 06-6761-0735田所　千加枝 田所　千加枝 平13. 4. 1産   婦   診療所
     ニック 大阪市天王寺区味原町１４番４号常　勤:    1 新規 現存
     レザックセントラルビル１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243717-03336 島田クリニック 〒543-0053 06-6771-0179島田　恭光 島田　恭光 平13. 3. 1整外 内   リウ診療所
     大阪市天王寺区北河堀町９番２８常　勤:    2 継承 リハ 現存
     号 (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243817-03377 松井医院 〒543-0013 06-6761-7173寺井　美子 寺井　美子 平13. 8. 1小   内   皮  診療所
     大阪市天王寺区玉造本町９番１７常　勤:    1 移転 休止
     号 (医       1) 平25. 8. 1
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 243917-03393 医療法人朋晃会　おぎ〒543-0043 06-6775-5911医療法人朋晃会　理事荻野　晃 平13.10. 1整外 リハ リウ診療所
     の整形外科医院 大阪市天王寺区勝山三丁目１番１常　勤:    1長　荻野　晃 移転 現存
     ８号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244017-03401 徐クリニック 〒543-0012 06-6767-8488徐　航霄 徐　航霄 平13.12. 1内   小   皮  診療所
     大阪市天王寺区空堀町１番１８号常　勤:    1 移転 リハ 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244117-03427 今石こどもクリニック〒543-0042 06-6774-1980今石　秀則 今石　秀則 平14. 3. 1小   アレ 診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244217-03476 まゆみクリニック 〒543-0001 06-6773-2021中澤　まゆみ 中澤　まゆみ 平14. 6. 1内   診療所
     大阪市天王寺区上本町八丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ８号川口ビル１階Ｂ号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244317-03526 まつやま眼科 〒543-0042 06-6774-9911松山　茂樹 松山　茂樹 平14.10. 1眼   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １号エムアイビル５階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244417-03534 森田内科クリニック 〒543-0043 06-6770-1651森田　有津子 森田　有津子 平14.10. 1内   診療所
     大阪市天王寺区勝山一丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号セレネ１階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244517-03542 いとうクリニック 〒543-0023 06-6766-1055伊藤　崇司 伊藤　崇司 平15. 2. 1外   整外 内  診療所
     大阪市天王寺区味原町１０番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244617-03559 浜口皮ふ科形成外科天〒543-0055 06-6775-5005医療法人東京整形　理貝淵　早智子 平15. 4. 1形外 美外 皮  診療所
     王寺 大阪市天王寺区悲田院町１０番４常　勤:    1事長　濵口　雅光 新規 現存
     ８号天王寺ミオプラザ館６階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244717-03583 塚本眼科クリニック 〒543-0042 06-6771-6078塚本　浩子 塚本　浩子 平15.12. 1眼   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     １４号修和ビル３階 (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244817-03625 医療法人　竹中消化器〒543-0044 06-6772-2970医療法人竹中消化器科竹中　正治 平15.12. 1消   外   整外診療所
     科・外科クリニック 大阪市天王寺区国分町５番７号藤常　勤:    2・外科クリニック　理 移転 アレ リウ 皮  現存
     田ビル (医       2)事長　竹中　正治 平27.12. 1リハ 
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 244917-03633 医療法人　喜多岡医院〒543-0052 06-6771-8025医療法人喜多岡医院　喜多岡　雅典 平16. 1. 1内   小   胃  診療所
     大阪市天王寺区大道三丁目１番２常　勤:    1理事長　喜多岡　雅典 組織変更 こう 現存
     ３号ＥＭＡ２０１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245017-03641 医療法人　弘仁会　可〒543-0051 06-6771-0140医療法人　弘仁会　理可兒　佐和子 平16. 1.20内   小   診療所
     児医院 大阪市天王寺区四天王寺一丁目５常　勤:    1事長　可兒　弘行 移転 現存
     番４５号 (医       1) 平28. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245117-03724 医療法人育誠会　寺田〒543-0045 06-6775-2221医療法人育誠会　理事青野　繁雄 平16. 9. 1小   内   診療所
     町こども診療所 大阪市天王寺区寺田町二丁目４番常　勤:    2長　青野　繁雄 移転 内科、糖尿病内現存
     ７号寺田町第２ビル２階 (医       2) 平28. 9. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245217-03740 松井胃腸科クリニック〒543-0071 06-6770-2226松井　成生 松井　成生 平16.12. 1胃   外   こう診療所
     大阪市天王寺区生玉町２番３号小常　勤:    1 新規 現存
     出ビル３階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245317-03757 たかはし乳腺消化器ク〒543-0001 06-6767-0621孝橋　慶一 孝橋　慶一 平17. 1. 1内   外   胃  診療所
     リニック 大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1 新規 こう 現存
     ２２号山崎製煉ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245417-03765 医療法人岡田会　岡田〒543-0056 06-6773-5568医療法人岡田会　理事岡田　茂樹 平17. 1. 1ひ   透析 診療所
     クリニック 大阪市天王寺区堀越町１６番１０常　勤:    3長　岡田　茂樹 組織変更 現存
     号大信ビル７．８階 (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245517-03781 吉田耳鼻咽喉科 〒543-0042 06-6773-6565 田　淳一 田　淳一 平17. 2. 1耳い 診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １号ＭＩビル６階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245617-03799 戸田整形外科 〒543-0001 06-6774-8110戸田　稔 戸田　稔 平17. 1. 1整外 外   内  診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目１番常　勤:    1 移転 放   現存
     ８２号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245717-03807 西浦整形外科 〒543-0023 06-6761-8781 浦　道行 浦　道行 平17. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市天王寺区味原町１３番１１常　勤:    1 新規 現存
     －２味原トータルライフ３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245817-03815 中石医院 〒543-0001 06-6191-7117中石　滋雄 中石　滋雄 平17. 2. 1内   診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1 移転 現存
     ２６号大和上六ビル２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245917-03831 左診療所 〒543-0023 06-6766-5351左　光治 左　光治 平17. 3. 1心内 神内 精  診療所
     大阪市天王寺区味原町１３番１１常　勤:    1 移転 現存
     －２味原トータルライフビル６階(医       1) 平29. 3. 1
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 246017-03898 医療法人　曙光会　お〒543-0054 06-6776-8856医療法人　曙光会　理大 　志郎 平17. 7. 1産婦 診療所
     おつかレディースクリ大阪市天王寺区南河堀町９番４０常　勤:    1事長　大 　志郎 組織変更 現存
     ニック 号キャンベラビル　１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246117-03906 医療法人　中村医院 〒543-0014 06-6766-1223医療法人　中村医院　中村　弘樹 平17. 7. 1内   胃   こう診療所
     大阪市天王寺区玉造元町４番３号常　勤:    2理事長　中村　弘樹 組織変更 リハ 外   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246217-03963 上本町わたなべクリニ〒543-0037 06-6772-0075渡邊　章範 渡邊　章範 平18. 5. 1内   循   リハ診療所
     ック 大阪市天王寺区上之宮町１番１５常　勤:    1 新規 現存
     号ハピネス上六１０１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246317-03989 おおた皮フ科形成外科〒543-0001 06-6765-8611太田　正佳 太田　正佳 平18. 4. 1皮   形外 診療所
     クリニック 大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     ２６号大和上六ビル８階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246417-03997 そんメンタルクリニッ〒543-0055 06-6772-5570孫　漢洛 孫　漢洛 平18. 9. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市天王寺区悲田院町１０番４常　勤:    1 新規 現存
     ８号天王寺ステーションビルディ(医       1) 平24. 9. 1
     ング７階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246517-04037 医療法人　醇風会　井〒543-0042 06-6773-5528医療法人　醇風会　理井上　聡 平19. 1. 1精   心内 神内診療所
     上クリニック 大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番常　勤:    1事長　井上　聡 組織変更 現存
     １号熊谷ビル４階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246617-04045 医療法人　榊原クリニ〒543-0052 06-6776-0160医療法人榊原クリニッ榊原　哲夫 平19. 1. 1循   内   心外診療所
     ック 大阪市天王寺区大道三丁目５番１常　勤:    1ク　理事長　榊原　哲 組織変更 リハ 現存
     ０号ブルージュ天王寺１０１号室(医       1)夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246717-04052 よなみね耳鼻咽喉科 〒543-0027 06-6773-4731與那嶺　裕 與那嶺　裕 平19. 3. 1耳い アレ 気食診療所
     大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    1 新規 現存
     号１０５ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246817-04078 秋山クリニック 〒543-0027 06-4305-2504秋山　和生 秋山　和生 平19. 3. 1皮   形外 診療所
     大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    1 新規 現存
     号１０３号室 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246917-04086 ゆきこ＆ようこ　レデ〒543-0044 06-6770-0700岡本　由記子 岡本　由記子 平19. 3. 1産婦 診療所
     ィースクリニック 大阪市天王寺区国分町３番２６号常　勤:    2 新規 現存
     ４階 (医       2) 平25. 3. 1
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 247017-04094 かつもとメンタルクリ〒543-0056 06-6774-0525勝元　栄一 勝元　栄一 平19. 4. 1心内 精   神  診療所
     ニック 大阪市天王寺区堀越町１０番１３常　勤:    1 新規 現存
     号天王寺まつむらビル２階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247117-04110 つちどクリニック 〒543-0001 06-6766-7155土戸　光雄 土戸　光雄 平19. 5. 1心内 精   神内診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号大和上六ビル９階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247217-04136 医療法人松徳会　桃山〒543-0027 06-6773-8306医療法人松徳会　理事柏木　亨 平19. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     クリニック 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番２２常　勤:    2長　松谷　之義 新規 現存
     号ＶＩＴＡ　ＭＯＭＯＹＡＭＡ　(医       2) 平25. 5. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247317-04144 医療法人　上田内科ク〒543-0042 06-6773-2161医療法人上田内科クリ上田　信行 平19. 7. 1内   循   消  診療所
     リニック 大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    1ニック　理事長　上田 組織変更 内科・糖尿病内現存
     １４号修和ビル２階 (医       1)　信行 平25. 7. 1科・循環器内科
     ・消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247417-04151 医療法人　曉会　田辺〒543-0027 06-6774-1151医療法人曉会　理事長篠原　良和 平19. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科上本町クリニ大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    1　田辺　曉人 新規 外   現存
     ック 号－２０８ (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247517-04169 丸井整形外科クリニッ〒543-0011 06-6761-4761丸井　 丸井　 平19. 7. 1整外 外   リウ診療所
     ク 大阪市天王寺区清水谷町８番４号常　勤:    2 継承 リハ 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247617-04185 医療法人　博友会　藤〒543-0001 06-6771-5315医療法人博友会　理事藤谷　宏子 平19.11. 1小   内   アレ診療所
     谷クリニック 大阪市天王寺区上本町六丁目３番常　勤:    2長　藤谷　宏子 移転 脳外 現存
     ３１－２２８号 (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247717-04193 医療法人　亥埜クリニ〒543-0001 06-6773-8700医療法人亥埜クリニッ亥埜　恵一 平20. 1. 1内   外   消  診療所
     ック 大阪市天王寺区上本町六丁目９番常　勤:    1ク　理事長　亥埜　恵 組織変更 こう リハ 麻  現存
     １７号上六日光ビル２階 (医       1)一 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247817-04201 かおる小児科 〒543-0027 06-6775-1201田中　薫 田中　薫 平20. 3. 1小   診療所
     大阪市天王寺区筆ヶ崎町５番５２常　勤:    1 新規 現存
     号ウェルライフ上本町１０１ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 247917-04219 きたの皮ふ科 〒543-0045 06-6167-4112北野　貴子 北野　貴子 平20. 3. 1皮   アレ 眼  診療所
     大阪市天王寺区寺田町二丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ７号寺田町第２ビル４階 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248017-04227 高クリニック 〒543-0025 06-6319-8810髙　直義 髙　直義 平20. 4. 1心内 精   診療所
     大阪市天王寺区下味原町３番９号常　勤:    1 新規 現存
     下味原ＢＷＩビル６階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248117-04235 つぢ医院 〒543-0063 06-6771-3306辻　嘉文 辻　嘉文 平20. 6. 1こう 診療所
     大阪市天王寺区茶臼山町２番８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248217-04250 ひろせ心療内科 〒543-0027 06-6770-2288 瀨　高志 瀨　高志 平20.10. 1精   心内 神内診療所
     大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    1 新規 現存
     号－１０２ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248317-04318 医療法人　たかせ皮フ〒543-0002 06-6770-2008医療法人たかせ皮フ科髙瀬　早和子 平21. 7. 1皮   アレ 診療所
     科 大阪市天王寺区上汐四丁目５番３常　勤:    1　理事長　髙瀬　早和 組織変更 現存
     ０号 (医       1)子 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248417-04326 ナカムラクリニック 〒543-0052 06-6771-0266中村　和憲 中村　和憲 平21. 7. 1内   診療所
     大阪市天王寺区大道四丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     １５号ＮＫＭ－１ビル　１０１号(医       1) 平27. 7. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248517-04334 さわだクリニック 〒543-0041 06-6776-8322澤田　敦 澤田　敦 平21. 9. 1小   耳い 内  診療所
     大阪市天王寺区真法院町７番３１常　勤:    2 新規 現存
     －２０１号 (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248617-04342 医療法人　早石会　早〒543-0027 06-6771-1227医療法人早石会　理事早石　宗右 平21. 9. 1一般       104病院
     石病院 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番７５常　勤:   10長　早石　誠 移転 療養        51現存
     号 (医      10) 平27. 9. 1整外 外   内  
     非常勤:   30 リウ リハ 放  
     (医      30) 消   皮   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248717-04359 夕陽ヶ丘佐藤クリニッ〒543-0074 06-6776-8341佐藤　利彦 佐藤　利彦 平22. 1. 1内   消   診療所
     ク 大阪市天王寺区六万体町５番１９常　勤:    2 新規 現存
     号メイプル夕陽丘２階 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 248817-04375 医療法人創夢会　むさ〒543-0027 06-6772-6341医療法人創夢会　理事上野　豊広 平22. 1. 1眼   診療所
     しドリーム眼科 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    3長　武藏　国弘 組織変更 現存
     号ウェルライフ上本町クリニック(医       3) 平28. 1. 1
     プラザ２０３号 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248917-04383 きむ循環器内科医院 〒543-0043 06-4305-6971金　智隆 金　智隆 平22. 5. 1内   診療所
     大阪市天王寺区勝山三丁目６番８常　勤:    1 新規 現存
     号ＳＬビル３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249017-04391 ちゆ　こども　クリニ〒543-0043 06-4305-6951金　智裕 金　智裕 平22. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 大阪市天王寺区勝山三丁目６番８常　勤:    1 新規 現存
     号ＳＬビル２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249117-04409 医療法人兵頭記念会　〒543-0023 06-6767-8741医療法人兵頭記念会　兵頭　哲裕 平22.10.12耳い 診療所
     兵頭耳鼻咽喉科クリニ大阪市天王寺区味原町１３番８号常　勤:    1理事長　兵頭　哲裕 移転 現存
     ック サンエイ下味原第１ビル６階 (医       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249217-04425 あおきクリニック 〒543-0052 06-4305-8600青木　敏之 青木　敏之 平23. 2. 9皮   アレ 診療所
     大阪市天王寺区大道１－８－１５常　勤:    1 移転 現存
     　２Ｆ (医       1) 平29. 2. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249317-04441 医療法人　秀黄会　た〒543-0071 06-6776-8966医療法人　秀黄会　理鈴木　昌秀 平23. 7. 1形外 皮   診療所
     にまち鈴木クリニック大阪市天王寺区生玉町１番３０号常　勤:    1事長　鈴木　昌秀 組織変更 現存
     生玉ビル８０３ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249417-04466 かわぎし内科 〒543-0056 06-6776-8111川岸　隆彦 川岸　隆彦 平23. 6.27内   消   診療所
     大阪市天王寺区堀越町１６番１０常　勤:    1 移転 現存
     号大信ビル９Ｆ (医       1) 平29. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249517-04482 たちメンタルクリニッ〒543-0001 050-35017558館　直彦 館　直彦 平23.11. 1精   心内 診療所
     ク 大阪市天王寺区上本町６丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号上六光陽ビル６階 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249617-04524 大谷クリニック 〒543-0042 06-6771-3935大谷　卓司 大谷　卓司 平24. 7. 7内   小   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻１－３－２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 249717-04540 柳田眼科医院 〒543-0072 06-6771-0752桑原　敦子 桑原　敦子 平24.12. 1眼   診療所
     大阪市天王寺区生玉前町４番２２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249817-04557 医療法人　桜済会　寺〒543-0052 06-6773-3001医療法人　桜済会　理片岡　威博 平25. 1. 1整外 外   内  診療所
     田町クリニック 大阪市天王寺区大道４丁目１０番常　勤:    2事長　片岡　威博 組織変更 リハ 婦   現存
     １５号ＮＫＭ－１ビル２階 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249917-04565 ツツミ内科循環器科 〒543-0071 06-6773-0573塘　義明 塘　義明 平25. 1. 1内   循   診療所
     大阪市天王寺区生玉町２丁目３番常　勤:    1 継承 現存
     地小出ビル２Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250017-04573 清水こころのクリニッ〒543-0045 06-6777-1537清水　健 清水　健 平25. 5. 1精   心内 診療所
     ク 大阪市天王寺区寺田町２－５－６常　勤:    1 新規 現存
     サンプラザ寺田町駅前ビル３０１(医       1) 平25. 5. 1
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250117-04599 医療法人　池田クリニ〒543-0044 06-6772-2100医療法人　池田クリニ池田　光慶 平26. 1. 1胃   内   外  診療所
     ック 大阪市天王寺区国分町３番２６号常　勤:    1ック　理事長　池田　 組織変更 現存
     大松国分町ビル１階 (医       1)光慶 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250217-04607 医療法人　福井クリニ〒543-0041 06-6771-2919医療法人　福井クリニ福井　雄一 平26. 1. 1外   内   胃  診療所
     ック 大阪市天王寺区真法院町６番１２常　勤:    1ック　理事長　福井　 組織変更 整外 小外 現存
     号真法院ＪＮビル２階 (医       1)雄一 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250317-04615 医療法人　淑蘭会　上〒543-0001 06-6777-8824医療法人　淑蘭会　理橋本　弘美 平26. 1. 1産婦 内   診療所
     本町ヒロミレディース大阪市天王寺区上本町６丁目６番常　勤:    1事長　橋本　弘美 組織変更 現存
     クリニック ２６号上六光陽ビル３０２号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250417-04623 クリフム夫律子マタニ〒543-0001 06-6775-8111夫　律子 夫　律子 平26. 2. 1産婦 診療所
     ティクリニック 大阪市天王寺区上本町７丁目１番常　勤:    2 移転 現存
     ２４号松下ビル３階 (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250517-04631 チヒロ皮膚科医院 〒543-0001 06-6711-0011安永　千尋 安永　千尋 平26. 4. 1皮   診療所
     大阪市天王寺区上本町６丁目６－常　勤:    1 新規 現存
     ２７ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250617-04649 医療法人瑞穂会　とも〒543-0011 06-6768-8566医療法人瑞穂会　理事三浦　一浩 平26. 5. 1内   消   循  診療所
     の木クリニック 大阪市天王寺区清水谷町７番９号常　勤:    1長　篠原　悦子 新規 外   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 250717-04672 医療法人山勝会　ほが〒543-0021 06-6777-8212医療法人山勝会　理事山田　勝彦 平26. 7. 1小   内   アレ診療所
     らかクリニック 大阪市天王寺区東高津町９番１１常　勤:    1長　山田　勝彦 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250817-04680 桃坂クリニック 〒543-0032 06-6773-1312吉永　花子 吉永　花子 平26. 9. 1皮   内   診療所
     大阪市天王寺区細工谷１丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250917-04698 医療法人光誠会　天王〒543-0053 06-6775-0007医療法人光誠会　理事古濱　正彦 平26. 9. 1内   整外 外  診療所
     寺記念クリニック 大阪市天王寺区北河堀町７番２１常　勤:    3長　古濱　正彦 新規 リハ 皮   精  現存
     号 (医       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251017-04706 みきクリニック 〒543-0018 06-6711-0761山口　美樹 山口　美樹 平26. 8. 1内   小   消  診療所
     大阪市天王寺区空清町５番１８号常　勤:    1 移転 皮   現存
     ＭＲＴビル２Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251117-04722 伊原クリニック 〒543-0001 06-6773-6086伊原　義博 伊原　義博 平26. 9. 1ひ   診療所
     大阪市天王寺区上本町６－３－３常　勤:    1 移転 現存
     １－５０１うえほんまちハイハイ(医       1) 平26. 9. 1
     タウン５階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251217-04730 豊川医院 〒543-0021 06-4303-3819任（豊川）　秀吉 任（豊川）　秀吉 平26.12. 1内   外   診療所
     大阪市天王寺区東高津町８番２４常　勤:    1 新規 現存
     号ＭＹＹビル１階１０１号 (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251317-04748 旭泌尿器クリニック 〒543-0027 06-6770-0505山口　旭 山口　旭 平26.12. 1ひ   診療所
     大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    1 新規 現存
     号ウエルライフ上本町クリニック(医       1) 平26.12. 1
     プラザ１０９
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251417-04755 にしみねクリニック 〒543-0002 06-6796-8090西峰　直子 西峰　直子 平26.12. 1内   麻   歯  診療所
     (17-64755 ) 大阪市天王寺区上汐６丁目２－１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 251517-04763 大阪ストレスクリニッ〒543-0001 06-6775-8884園部　貴之 園部　貴之 平27. 1.15精   小   心内診療所
     ク 大阪市天王寺区上本町６丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ３１－１２７号うえほんまちハイ(医       1) 平27. 1.15
     ハイタウン１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251617-04771 医療法人　上本町ぼく〒543-0001 06-6775-1053医療法人上本町ぼく小朴　永東 平27. 1. 1小   アレ 診療所
     小児科 大阪市天王寺区上本町８丁目２番常　勤:    1児科　理事長　朴　永 組織変更 現存
     １号クライス上本町１Ｆ (医       1)東 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251717-04789 医療法人松翔会　松尾〒543-0023 06-6764-0858医療法人松翔会　理事松尾　孝彦 平27. 2. 1皮   内   ひ  診療所
     つるはしクリニック 大阪市天王寺区味原町１３番９号常　勤:    2長　松尾　孝彦 移転 現存
     サンエイ下味原第２ビル１階 (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251817-04805 上本町画像診断クリニ〒543-0027 06-6776-8821医療法人誠仁会　理事光野　重根 平27. 6. 1放   婦   診療所
     ック 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    1長　石原　政芳 新規 現存
     号ウエルライフ上本町１０６ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251917-04813 じょうこうクリニック〒543-0014 06-6796-8585上甲　政德 上甲　政德 平28. 2. 1ひ   透析 診療所
     大阪市天王寺区玉造元町３番９号常　勤:    1 新規 現存
     八光ビル６階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252017-04821 医療法人太雅会　 賢〒543-0027 06-6772-3939医療法人太雅会　理事 　賢太郎 平28. 1. 1内   消   胃  診療所
     太郎クリニック 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    3長　 　賢太郎 組織変更 現存
     号－２０２ (医       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252117-04839 医療法人徳靖会　小尾〒543-0052 06-6773-3671医療法人徳靖会　理事小尾　靖江 平28. 1. 1内   透析 診療所
     クリニック 大阪市天王寺区大道三丁目８番３常　勤:    1長　小尾　靖江 組織変更 現存
     １号新天王寺田中ビル１階～５階(医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252217-04847 さかいメンタルクリニ〒543-0055 06-6776-7202左海　真介 左海　真介 平28. 5. 1精   心内 診療所
     ック 大阪市天王寺区悲田院町９番２０常　勤:    1 新規 現存
     号阿倍野橋ビル６階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252317-04854 なかの眼科クリニック〒543-0055 06-7650-8109医療法人中野会　理事中野　太郎 平28. 6. 1眼   診療所
     大阪市天王寺区悲田院町９番２０常　勤:    1長　中野　太郎 新規 現存
     号阿部野橋ビル４階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 252417-04862 乳腺外科ヨシダクリニ〒543-0033 06-6711-0370吉田　哲也 吉田　哲也 平28. 8. 1外   診療所
     ック 大阪市天王寺区堂ケ芝１丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番２３号カーサ・エイワ２階２０(医       1) 平28. 8. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252517-04870 医療法人華拓昇会　あ〒543-0072 06-4303-5720医療法人華拓昇会　理我妻　敬一 平28. 9. 1脳外 神内 リハ診療所
     づま脳神経外科リハビ大阪市天王寺区生玉前町２番６号常　勤:    1事長　我妻　敬一 組織変更 現存
     リクリニック (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252617-04888 はらのむらクリニック〒543-0041 06-6776-0203原之村　博 原之村　博 平28.11. 1内   胃   外  診療所
     大阪市天王寺区真法院町２１番３常　勤:    1 移転 こう 麻   現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252717-04896 医療法人慈洋会　赤垣〒543-0052 06-6775-1736医療法人慈洋会　理事赤垣　洋二 平29. 3. 1内   透析 循  診療所
     クリニック 大阪市天王寺区大道一丁目４番９常　勤:    1長　赤垣　洋二 組織変更 現存
     号大信ビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252817-04912 医療法人誠貴会　湯口〒543-0014 06-4305-7421医療法人誠貴会　理事湯口　貴導 平29. 3. 1脳外 診療所
     脳神経外科・脊髄外科大阪市天王寺区玉造元町３番９号常　勤:    1長　湯口　貴導 組織変更 現存
     八光玉造ビル１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252917-04920 医療法人元仁会　こす〒543-0014 06-6711-0970医療法人元仁会　理事小杉　圭右 平29. 3. 1内   循   診療所
     ぎ内科クリニック 大阪市天王寺区玉造元町３番９号常　勤:    1長　小杉　圭右 組織変更 現存
     八光ビル５階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253017-04938 医療法人　徳友会　木〒543-0055 06-4305-7034医療法人　徳友会　理木村　泰徳 平29. 5. 1眼   診療所
     村眼科　天王寺 大阪市天王寺区悲田院町１０番４常　勤:    1事長　木村　泰徳 新規 現存
     ８号天王寺ミオプラザ館６階 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253117-04946 くれないクリニック 〒543-0052 080-3838-9071根本　貴祥 根本　貴祥 平29. 5. 1内   診療所
     大阪市天王寺区大道１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     １２ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253217-04953 のむら泌尿器科 〒543-0042 06-6105-2525野村　広徳 野村　広徳 平29. 5. 1ひ   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号ケーズスクエア１０１号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253317-04961 医療法人　谷口クリニ〒543-0033 06-6776-5580医療法人谷口クリニッ谷口　敏雄 平29. 9. 1内   放   診療所
     ック 大阪市天王寺区堂ケ芝二丁目１３常　勤:    1ク　理事長　谷口　敏 組織変更 現存
     番２０号堂ケ芝ビル (医       1)雄 平29. 9. 1
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 253417-04979 ももだに皮ふ科クリニ〒543-0042 06-6779-4112上原　慎司 上原　慎司 平30. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     ック 大阪市天王寺区烏ケ辻１丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １号熊谷ビル５階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253517-04987 医療法人富喜会　おお〒543-0001 06-4303-5010医療法人富喜会　理事大﨑　匡 平30. 3. 1内   呼内 アレ診療所
     さき内科クリニック 大阪市天王寺区上本町六丁目９番常　勤:    1長　大﨑　匡 組織変更 現存
     ２１号フュージョンプラスビル１(医       1) 平30. 3. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253617-04995 医療法人　なかたに整〒543-0033 06-6777-8851医療法人なかたに整形中谷　健治 平30. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科クリニック 大阪市天王寺区堂ケ芝一丁目１１常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     番２０号ＳＤ堂ケ芝１Ｆ (医       1)長　中谷　健治 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253717-05000 医療法人警和会　大阪〒543-0035 06-6771-6051医療法人警和会　理事越智　 弘 平30. 4. 1一般       580地域支援
     (17-65000 ) 警察病院 大阪市天王寺区北山町１０－３１常　勤:  194長　越智　 弘 継承 内   精   神内病院
     (医     190) 平30. 4. 1呼内 循   小  現存
     (歯       4) 外   整外 形外
     非常勤:   14 眼   脳外 呼外
     (医      11) 心外 皮   ひ  
     (歯       3) 産婦 歯   放  
     耳い リハ 矯歯
     歯外 麻   消  
     病理 救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253817-05018 医療法人警和会　大阪〒543-0031 06-6775-3131医療法人警和会　理事黒川　三佳 平30. 4. 1放   婦   診療所
     警察病院付属人間ドッ大阪市天王寺区石ケ辻町１５－１常　勤:    3長　越智　 弘 継承 現存
     ククリニック ５上六メディカルビル（Ｂ１、４(医       3) 平30. 4. 1
     、５、６、７階） 非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253917-05026 ふなおペインクリニッ〒543-0044 06-6771-1374舟尾　友晴 舟尾　友晴 平30. 6. 1内   麻   和漢診療所
     ク 大阪市天王寺区国分町１９番４号常　勤:    1 新規 現存
     　２Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254017-05034 さいとう消化器内科ク〒543-0033 06-6711-0215齋藤　澄夫 齋藤　澄夫 平30. 6. 1内   消   診療所
     リニック 大阪市天王寺区堂ヶ芝２丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番２号エミネンス堂ヶ芝１Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254118-00017 特定医療法人仁生会　〒550-0027 06-6581-0085特定医療法人　仁生会内藤　方克 昭32.10. 1一般        27病院
     内藤病院 大阪市西区九条一丁目１５番２３常　勤:    4　理事長　内藤　一馬 新規 療養        70現存
     号 (医       4) 平29.10. 1内   外   整外
     非常勤:   15 放   リハ 
     (医      15)
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 254218-00397 大阪掖済会病院 〒550-0022 06-6581-2881一般社団法人　日本海澤田　鉄二 昭32.10. 1一般       135病院
     大阪市西区本田二丁目１番１０号常　勤:   27員掖済会　大阪掖済会 新規 内   外   小  現存
     (医      27)病院　病院長　澤田　 平29.10. 1眼   リハ 放  
     非常勤:   27鉄二 循   神内 整外
     (医      27) 消   麻   透析
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254318-00751 中西医院 〒550-0004 06-6441-2951中西　ちゑ子 中西　ちゑ子 昭35. 7. 1内   小   放  診療所
     大阪市西区靭本町二丁目４番７号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254418-00983 京町弥 診療所 〒550-0003 06-6443-2660彌 　次朗 彌 　次朗 昭40. 9. 1内   皮   診療所
     大阪市西区京町堀一丁目７番９号常　勤:    1 現存
     東洋ビル内 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254518-01023 医療法人福仁会　ウエ〒550-0025 06-6581-5382医療法人　福仁会　理岡本　雅善 昭41. 1. 1一般        16診療所
     ナエ産婦人科 大阪市西区九条南二丁目３２番７常　勤:    1事長　植苗　幸子 産婦 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254618-01528 勝瀬クリニック 〒550-0027 06-6581-6059勝瀬　健 勝瀬　健 昭53.11. 1内   産婦 性  診療所
     大阪市西区九条一丁目１２番３号常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254718-01809 吉川病院 〒550-0025 06-6583-4114吉川　守 吉川　守 昭60. 4.27一般        22病院
     大阪市西区九条南三丁目２９番１常　勤:    2 継承 療養        50現存
     ４号 (医       2) 平30. 4.27内   胃   外  
     非常勤:   19 整外 皮ひ こう
     (医      19) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254818-01825 北川医院 〒550-0027 06(6581)6068北川　久能 北川　久能 昭60.12. 1内   循   小  診療所
     大阪市西区九条二丁目９番１号 常　勤:    1 移転 皮   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254918-01932 一般社団法人　大阪総〒550-0001 06-6445-8701一般社団法人　大阪総冨田　和巳 昭63. 9. 1小   精   心内診療所
     合医学・教育研究会附大阪市西区土佐堀一丁目４番６号常　勤:    3合医学・教育研究会　 移転 現存
     属親と子の診療所 肥後橋新興産ビル３階 (医       3)理事長　冨田　和巳 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 255018-01940 多根記念眼科病院 〒550-0024 06-6581-5800社会医療法人きつこう櫻井　寿也 昭63.11. 1一般        58病院
     大阪市西区境川一丁目１番３９号常　勤:   13会　理事長　小川　嘉 新規 眼   現存
     (医      13)誉 平24.11. 1
     非常勤:   36
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255118-01957 医療法人　天野医院 〒550-0014 06-6535-0475医療法人天野医院　理天野　良男 昭64. 1. 1内   精   小  診療所
     大阪市西区北堀江四丁目６番８号常　勤:    2事長　天野　祥子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255218-01973 医療法人名山会　上杉〒550-0027 06-6582-1800医療法人名山会　理事上杦　雄二 昭64. 1. 1内   小   外  診療所
     医院 大阪市西区九条三丁目２０番１４常　勤:    1長　上杦　雄二 組織変更 皮   放   ひ  現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1こう リハ リウ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255318-01981 医療法人近江眼科　近〒550-0002 06-6443-4412医療法人近江眼科　理近江　源次郎 昭64. 1. 1眼   診療所
     江眼科クリニック 大阪市西区江戸堀一丁目２４番１常　勤:    1事長　近江　源次郎 組織変更 現存
     ８号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255418-01999 医療法人　丹生医院 〒550-0022 06-6581-0090医療法人丹生医院　理丹生　純一 昭64. 1. 1耳い アレ 診療所
     大阪市西区本田三丁目７番８号 常　勤:    2事長　丹生　純一 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255518-02005 医療法人　長谷川耳鼻〒550-0023 06-6582-3387医療法人長谷川耳鼻咽長谷川　太郎 昭64. 1. 1耳い 診療所
     咽喉科 大阪市西区千代崎二丁目２５番１常　勤:    1喉科　理事長　長谷川 組織変更 現存
     ３号 (医       1)　太郎 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255618-02070 社会医療法人寿楽会　〒550-0015 06-6531-1815社会医療法人　寿楽会山内　伸一 平元.10. 1一般       250病院
     大野記念病院 大阪市西区南堀江一丁目２６番１常　勤:   29　理事長　大野　良興 移転 内   呼   消  現存
     ０号 (医      29) 平28.10. 1循   外   整外
     非常勤:   92 脳外 ひ   リハ
     (医      92) 放   リウ こう
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255718-02096 大谷クリニック 〒550-0003 06-6441-1980大谷　遷 大谷　遷 平 2. 5. 1内   小   放  診療所
     大阪市西区京町堀一丁目９番９号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 255818-02112 田澤医院 〒550-0027 06-6586-2305田澤　勝雄 田澤　勝雄 平 2.11. 1内   呼   消  診療所
     大阪市西区九条一丁目６番１４号常　勤:    1 新規 循   リハ 放  休止
     レジデンス九条２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255918-02120 藤田外科胃腸科 〒550-0027 06(6586)2866藤田　宗行 藤田　宗行 平 3. 1. 1胃   循   外  診療所
     大阪市西区九条１－１４－２４ 常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256018-02179 医療法人弘清会　四ッ〒550-0013 06(6532)0148医療法人弘清会　理事安井　浩一 平 3. 4. 1内   循   消  診療所
     橋診療所 大阪市西区新町１丁目２２番９号常　勤:    2長　安井　浩一 新規 放   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256118-02245 医療法人　フジイ内科〒550-0027 06-6582-1220医療法人フジイ内科ク藤井　繁樹 平 4. 1. 1内   消   循  診療所
     クリニック 大阪市西区九条一丁目１３番１１常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     号 (医       1)井　繁樹 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256218-02252 医療法人回生会　河野〒550-0027 06-6582-3245医療法人回生会　理事河野　実 平 4. 1. 1一般    診療所
     外科 大阪市西区九条一丁目１２番２１常　勤:    1長　河野　実 移転 内   胃   外  現存
     号二豊ビル (医       1) 平28. 1. 1整外 皮ひ こう
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256318-02369 耳鼻咽喉科岸本医院 〒550-0015 06-6533-1881岸本　勝 岸本　勝 平 5.11. 1耳い 診療所
     大阪市西区南堀江四丁目１６番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号イイダビル３　２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256418-02385 くとく内科 〒550-0004 06-6446-0600久徳　均 久徳　均 平 6. 9. 1内   循   診療所
     大阪市西区靱本町一丁目７番８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256518-02393 医療法人聖会　池澤ク〒550-0002 06-6445-8810医療法人聖会　池澤ク池澤　健男 平 7. 3. 1消   内   外  診療所
     リニック 大阪市西区江戸堀一丁目１５番２常　勤:    2リニック　理事長　池 移転 リハ 整外 現存
     ７号アルテビル肥後橋２階 (医       2)澤　聡 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256618-02401 ながお医院 〒550-0006 06-6447-1753永尾　尚子 永尾　尚子 平 7. 9. 1小   診療所
     大阪市西区江之子島一丁目６番５常　勤:    1 新規 現存
     号　エアフォルク阿波座ビル２階(医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256718-02435 医療法人　西長堀医院〒550-0015 06-6539-7117医療法人西長堀医院　則武　正三 平 8. 3. 1外   内   整外診療所
     大阪市西区南堀江四丁目１６番４常　勤:    1理事長　則武　正三 新規 リハ 現存
     号　チェリーパレス１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 256818-02450 阿波座診療所 〒550-0005 06-6534-5560藤井　省治 藤井　省治 平 8. 4. 1精   神   神内診療所
     大阪市西区西本町二丁目５番１９常　勤:    1 新規 心内 現存
     号東海建物西本町ビル２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256918-02484 下條内科クリニック 〒550-0022 06-6582-0250下條　信雄 下條　信雄 平 9. 1. 1内   循   リハ診療所
     大阪市西区本田三丁目５番２４号常　勤:    1 継承 小   皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257018-02492 医療法人厚生会　大阪〒550-0015 06-6539-0800医療法人　厚生会　理西原　弘 平 9. 4. 1内   放   診療所
     西クリニック 大阪市西区南堀江三丁目１５番２常　勤:    2事長　木戸口　公一 新規 現存
     ６号ジェイエムエル大阪ビル７階(医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257118-02534 社会福祉法人　亀望会〒550-0006 06-6225-2662社会福祉法人亀望会　三木　文雄 平10. 7. 1内   診療所
     診療所 大阪市西区江之子島一丁目８番４常　勤:    1理事長　小川　嘉誉 新規 現存
     ４号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257218-02542 やまもとクリニック 〒550-0002 06-6459-4177山本　忍 山本　忍 平10.10. 1神   精   心内診療所
     大阪市西区江戸堀一丁目８番２２常　勤:    2 新規 現存
     号フォーラムスクエアビル２階 (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257318-02583 医療法人　治生会　石〒550-0015 06-6533-3080医療法人　治生会　理石村　順治 平12. 1. 1内   循   消  診療所
     村クリニック 大阪市西区南堀江四丁目１０番１常　勤:    1事長　石村　順治 組織変更 アレ リハ 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257418-02617 医療法人　杉本眼科 〒550-0027 06-6584-7171医療法人杉本眼科　理杉本　英之 平12. 8.16眼   診療所
     大阪市西区九条一丁目１４番２７常　勤:    1事長　杉本　英之 移転 現存
     号 (医       1) 平24. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257518-02641 医療法人敬詢会　永田〒550-0003 06-6449-8023医療法人敬詢会　理事永田　昌敬 平13. 7. 1内   循   診療所
     医院 大阪市西区京町堀二丁目１０番２常　勤:    1長　永田　昌敬 移転 現存
     １号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257618-02674 耳鼻咽喉科さとうクリ〒550-0013 06-6535-1100佐藤　一雄 佐藤　一雄 平14. 5. 1耳い 診療所
     ニック 大阪市西区新町一丁目８番３号　常　勤:    1 新規 現存
     マッセ四ツ橋ビル６号館２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257718-02690 京町堀整形外科 〒550-0003 06-4803-8777牧野　正 牧野　正 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪市西区京町堀一丁目１６番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号牧野ビル１・２階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 257818-02708 公益財団法人大阪市救〒550-0013 06-6534-0321公益財団法人大阪市救藤田　敬之助 平14.11.20一般        12診療所
     急医療事業団　中央急大阪市西区新町四丁目１０番１３常　勤:    1急医療事業団　理事長 移転 内   小   眼  現存
     病診療所 号 (医       1)　甲田　伸一 平26.11.20耳い 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257918-02716 医療法人啓青会　野々〒550-0005 06-4391-0707医療法人啓青会　野々野々村　安啓 平15. 1. 1精   神   心内診療所
     村クリニック 大阪市西区西本町一丁目５番９号常　勤:    1村クリニック　理事長 組織変更 神内 現存
     日清ビル３階 (医       1)　野々村　安啓 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258018-02724 京谷クリニック 〒550-0004 06-6441-4159京谷　京子 京谷　京子 平15. 3. 1一般         3診療所
     大阪市西区靱本町一丁目４番１６常　勤:    1 移転 心内 神   精  現存
     号なんぺいビル３階 (医       1) 平27. 3. 1呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258118-02732 医療法人聖明会　坪井〒550-0014 06-6538-4644医療法人聖明会　理事坪井　俊兒 平15. 7. 1眼   診療所
     眼科 大阪市西区北堀江一丁目３番２号常　勤:    2長　坪井　俊兒 組織変更 現存
     Ｂｅｉｎｇ四ツ橋ビル２階３階 (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258218-02740 医療法人三慧会　ＩＶ〒550-0015 06-6534-8824医療法人三慧会　理事中岡　義晴 平15.10. 1産婦 ひ   放  診療所
     Ｆなんばクリニック 大阪市西区南堀江一丁目１７番２常　勤:    9長　森本　義晴 新規 現存
     ８号 (医       9) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258318-02799 いとう消化器クリニッ〒550-0015 06-6535-1633伊藤　裕之 伊藤　裕之 平16. 7. 1内   消   診療所
     ク 大阪市西区南堀江一丁目２４番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258418-02849 社会福祉法人仁景会　〒550-0021 06-6585-1660社会福祉法人仁景会　内藤　真紀 平17. 1. 1内   診療所
     すみれ苑医務室診療所大阪市西区川口三丁目６番１４号常　勤:    1理事長　内藤　一馬 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258518-02898 ＣＳクリニック 〒550-0003 06-6448-3653大井　博道 大井　博道 平18. 3. 1内   放   診療所
     大阪市西区京町堀一丁目８番５号常　勤:    1 新規 現存
     明星ビル１階 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258618-02906 健クリニック 〒550-0002 06-6447-7500三木　基子 三木　基子 平18. 5. 1内   循   消  診療所
     大阪市西区江戸堀一丁目１１番４常　勤:    1 新規 皮   現存
     号損保ジャパン日本興亜肥後橋ビ(医       1) 平30. 5. 1
     ル１階
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 258718-02914 医療法人　佐々木会　〒550-0025 06-6585-2373医療法人　佐々木会　佐々木　敏作 平18. 7. 1内   循   消  診療所
     佐々木内科クリニック大阪市西区九条南二丁目２番２１常　勤:    1理事長　佐々木　敏作 組織変更 眼   ひ   整外現存
     号ＮＴＴ西ビル１階 (医       1) 平24. 7. 1内科、消化器内
     非常勤:    7 科
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258818-02922 医療法人　優彩会　整〒550-0027 06-6581-8800医療法人　優彩会　理王　正道 平18. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科おうクリニック大阪市西区九条一丁目１４番３号常　勤:    1事長　王　正道 組織変更 現存
     　新道ハイツ１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258918-02930 医療法人　佐々医院 〒550-0027 06-6581-2070医療法人佐々医院　理佐々　成太郎 平18. 9. 1内   小   外  診療所
     大阪市西区九条三丁目２３番６号常　勤:    3事長　佐々　成太郎 移転 現存
     (医       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259018-02963 新町クリニック 〒550-0013 06-6532-4443濱田　和哉 濱田　和哉 平19. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市西区新町三丁目３番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259118-03011 慶生会クリニック大阪〒550-0013 06-6533-8118医療法人社団慶生会　矢田　智恵 平19. 9. 1内   歯   診療所
     (18-63011 ) 大阪市西区新町一丁目１８番１４常　勤:    4理事長　浮舟　洋子 新規 現存
     号ＪＳ四ツ橋ビル２階・３階 (医       2) 平25. 9. 1
     (歯       2)
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259218-03045 藤本クリニック 〒550-0012 06-6537-1400藤本　聡 藤本　聡 平19.10. 1整外 診療所
     大阪市西区立売堀三丁目２番１号常　勤:    2 新規 現存
     第２エム・エスビル２階 (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259318-03052 医療法人杏生会　平山〒550-0023 06-6586-1203医療法人杏生会　理事平山　優子 平20. 1. 1眼   診療所
     眼科クリニック 大阪市西区千代崎一丁目４番１０常　勤:    1長　平山　優子 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259418-03086 ほりかわ泌尿器科 〒550-0025 06-7493-6717堀川　直樹 堀川　直樹 平20. 8. 1ひ   診療所
     大阪市西区九条南二丁目３４－７常　勤:    1 新規 現存
     エル・セレーノ九条１階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 259518-03110 奥町内科 〒550-0004 06-6444-1166奥町　富久丸 奥町　富久丸 平21. 4. 1内   診療所
     大阪市西区靱本町一丁目１１番７常　勤:    1 新規 現存
     号信濃橋三井ビルディング１階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259618-03128 かおるレディースクリ〒550-0005 06-6534-0035岡本　薫 岡本　薫 平21. 5. 1婦   内   診療所
     ニック 大阪市西区西本町一丁目１０番７常　勤:    1 新規 現存
     号第Ⅱ新松岡ビル１階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259718-03151 花谷心療内科クリニッ〒550-0002 06-6147-2003花谷　隆志 花谷　隆志 平22. 5. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市西区江戸堀一丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     号日本ライトハウスビル１１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259818-03169 大阪きづがわ医療福祉〒550-0013 06-6533-0106大阪きづがわ医療福祉堀　忠 平22. 7. 1小   内   心内診療所
     生活協同組合　医療生大阪市西区新町四丁目１０番１０常　勤:    1生活協同組合　理事長 新規 現存
     協ながほり通り診療所号 (医       1)　別所　義正 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259918-03177 うつぼ診療所 〒550-0011 06-6536-7711横松　泰夫 横松　泰夫 平22. 8. 1内   小   皮  診療所
     大阪市西区阿波座一丁目１２番１常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260018-03201 多根総合病院 〒550-0025 06-6581-1071社会医療法人きつこう丹羽　英記 平23. 3. 1一般 病院
     (18-63201 ) 大阪市西区九条南一丁目１２番２常　勤:   89会　理事長　小川　嘉 移転     一般   304現存
     １号 (医      88)誉 平29. 3. 1内   呼内 循  
     (歯       1) 消   脳内 外  
     非常勤:   57 呼外 こう 小  
     (医      57) 整外 脳外 形外
     皮   ひ   婦  
     耳い リハ 歯  
     麻   放   病理
     臨床 救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260118-03219 医療法人　亮友会　な〒550-0005 06-6537-5232医療法人　亮友会　理中村　敏明 平23. 7. 1皮   アレ 診療所
     かむら皮フ科 大阪市西区西本町三丁目１番１号常　勤:    1事長　中村　敏明 組織変更 現存
     岡崎橋セントラルビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 260218-03227 木下皮フ科クリニック〒550-0014 06-6536-0230木下　香里 木下　香里 平23. 8. 1皮   診療所
     大阪市西区北堀江１丁目１－２３常　勤:    1 移転 現存
     養田ビル２階　２Ａ２Ｂ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260318-03235 医療法人良和会　松浦〒550-0005 06-6541-1187医療法人良和会　理事松浦　良和 平23.12. 1内   呼   循  診療所
     内科クリニック 大阪市西区西本町三丁目１番１号常　勤:    1長　松浦　良和 新規 消   現存
     岡崎橋セントラルビル４階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260418-03243 医療法人　新緑瞳会　〒550-0024 06-6585-3700医療法人　新緑瞳会　竹中　久 平24. 3. 1眼   診療所
     竹中眼科クリニック 大阪市西区境川１丁目１番３１号常　勤:    1理事長　杉田　真一 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260518-03284 渋谷内科クリニック 〒550-0024 06-6536-8071澁谷　孝裕 澁谷　孝裕 平24. 5. 1内   診療所
     大阪市西区境川１丁目１番３１号常　勤:    1 新規 現存
     境川メディカルセンター３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260618-03300 医療法人瑠璃会　ＡＹ〒550-0014 06-6110-7005医療法人瑠璃会　理事稲岡　洋二郎 平24. 7. 1内   診療所
     クリニック 大阪市西区北堀江１丁目２番１９常　勤:    1長　西山　信正 組織変更 現存
     号アステリオ北堀江ザ・メトロタ(医       1) 平24. 7. 1
     ワー５階 非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260718-03318 医療法人　よしだ睡眠〒550-0011 06-6531-4159医療法人よしだ睡眠呼加藤　紀子 平24. 7. 1一般         3診療所
     呼吸クリニック 大阪市西区阿波座１丁目６番１３常　勤:    1吸クリニック　理事長 組織変更 内   呼   現存
     号カーニープレイス本町３階 (医       1)　加藤　紀子 平24. 7. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260818-03326 医療法人　翠真会　桃〒550-0012 06-6536-1277医療法人　翠真会　理荒金　兆典 平25. 1. 1皮   アレ 診療所
     源会クリニック 大阪市西区立売堀一丁目７番１８常　勤:    1事長　荒金　兆典 組織変更 現存
     号国際通信社ビル１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260918-03334 石橋クリニック 〒550-0015 06-6585-9888石橋　直明 石橋　直明 平25. 4. 1形外 皮   アレ診療所
     大阪市西区南堀江２－１３－２ド常　勤:    1 新規 現存
     エル南堀江１番館１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261018-03342 くらち皮フ科クリニッ〒550-0027 06-6584-4690倉知　貴志郎 倉知　貴志郎 平25. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     ク 大阪市西区九条１丁目１４－２５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
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 261118-03375 いぬい小児科 〒550-0014 06-6543-0307乾　一郎 乾　一郎 平25. 5. 1小   診療所
     大阪市西区北堀江２丁目８－１３常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261218-03383 医療法人　天方会　Ａ〒550-0005 06-4391-1127医療法人　天方会　理天方　義人 平25. 7. 1内   消   心内診療所
     ＭＡ　Ｃｌｉｎｉｃ 大阪市西区西本町１－７－１９ワ常　勤:    1事長　天方　義人 組織変更 麻   外   こう現存
     イダ本町ビル１階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261318-03409 大阪ドームシティ眼科〒550-0023 06-6556-7039医療法人　しんあい会冨嶋　大 平25.10. 1眼   診療所
     大阪市西区千代崎３丁目１３番１常　勤:    1　理事長　松尾　眞二 組織変更 現存
     号イオンモール大阪ドームシティ(医       1)郎 平25.10. 1
     ４階４３３区画
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261418-03425 医療法人　うえだ小児〒550-0012 06-6586-6838医療法人　うえだ小児植田　香子 平26. 2. 1小   アレ 診療所
     科 大阪市西区立売堀１丁目５番１３常　勤:    1科　理事長　植田　香 新規 現存
     号エコロジー立売堀レジデンス１(医       1)子 平26. 2. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261518-03433 医療法人　優昌会　本〒550-0024 06-6536-8011医療法人　優昌会　理本城　昌 平26. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     城整形外科 大阪市西区境川１丁目１－３１境常　勤:    1事長　本城　昌 組織変更 現存
     川メディカルセンタービル２Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261618-03441 ＩＳクリニック 〒550-0004 06-6479-0018糸原　房宣 糸原　房宣 平26. 5. 1整外 リハ 診療所
     大阪市西区靱本町１丁目７番９号常　勤:    1 新規 現存
     靭イーストビル１階 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261718-03458 みやざきクリニック 〒550-0014 06-6567-8781宮崎　裕子 宮崎　裕子 平26. 5. 1耳い 診療所
     大阪市西区北堀江２丁目１５番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261818-03466 福中クリニック 〒550-0004 06-6136-7113福中　道男 福中　道男 平26.11. 1呼内 内   診療所
     大阪市西区靱本町３－３－３サウ常　勤:    1 新規 現存
     ザンド岡崎橋ビル２階 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 261918-03474 上嶋内科消化器科クリ〒550-0014 06-6536-0700上嶋　弾 上嶋　弾 平27. 2. 1内   消   診療所
     ニック 大阪市西区北堀江１丁目５番４号常　勤:    1 新規 現存
     四ツ橋サンビル４階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262018-03482 えのもとクリニック 〒550-0003 06-6486-9292榎本　準 榎本　準 平27. 6. 1内   外   皮  診療所
     大阪市西区京町堀３丁目８番１１常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262118-03490 医療法人桃美会　さく〒550-0024 06-6583-1112医療法人桃美会　理事瀧川　雅浩 平27. 7. 1皮   診療所
     らこまち皮フ科クリニ大阪市西区境川１丁目１番３１境常　勤:    2長　瀧川　雅浩 組織変更 現存
     ック 川メディカルセンタービル３階 (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262218-03508 すぎた内科クリニック〒550-0002 06-6225-7822杉田　潔 杉田　潔 平27. 9. 1内   麻   診療所
     大阪市西区江戸堀２丁目６－２５常　勤:    1 新規 現存
     土佐堀ビューハイツ１０３ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262318-03524 医療法人　さかざきこ〒550-0027 06-6584-4550医療法人さかざきこど坂﨑　弘美 平28. 1. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 大阪市西区九条一丁目２７番６号常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     九条ビル３階 (医       1)　坂﨑　弘美 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262418-03532 九間クリニック 〒550-0006 06-6443-6442医療法人九間クリニッ九間　祥一 平28. 3. 1内   心内 診療所
     大阪市西区江之子島一丁目１番９常　勤:    1ク　理事長　九間　祥 移転 現存
     －７０７号エルベロワイヤル壱六(医       1)一 平28. 3. 1
     ７階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262518-03540 なかいクリニック 〒550-0005 06-6567-8852中井　雄大 中井　雄大 平28. 7. 1精   心内 診療所
     大阪市西区西本町３丁目１番１号常　勤:    1 新規 精神科、児童精現存
     医療センター岡崎橋８階 (医       1) 平28. 7. 1神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262618-03557 医療法人日新会　日新〒550-0013 06-6531-3038医療法人日新会　理事先濵　泰 平28. 8. 1療養        60病院
     会病院 大阪市西区新町四丁目４番８号 常　勤:    3長　新宮　良介 移転 内   透析 放  現存
     (医       3) 平28. 8. 1リハ 
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262718-03565 らいふ内科・乳腺クリ〒550-0027 06-6582-0007井ノ本　美子 井ノ本　美子 平28.10. 1内   呼内 アレ診療所
     ニック 大阪市西区九条１丁目１４－２９常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     　２Ｆ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 262818-03573 医療法人やまびこ会　〒550-0015 06-6532-0303医療法人やまびこ会　横畠　知沙子 平28.12. 1透析 内   診療所
     堀江やまびこ診療所 大阪市西区南堀江三丁目９番１１常　勤:    2理事長　茂原　治 新規 現存
     号堀江家具新館ビル１Ｆ・２Ｆ (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262918-03581 四ツ橋　腎泌尿器科こ〒550-0014 06-6578-6611 平29. 3. 1ひ   診療所
     じまクリニック 大阪市西区北堀江１丁目５番１４常　勤:    1 新規 現存
     号四ツ橋ＹＭビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263018-03599 つづきクリニック 〒550-0013 06-6537-6400都築　三重子 都築　三重子 平29. 3. 1心内 精   診療所
     大阪市西区新町一丁目２２－１２常　勤:    1 移転 現存
     Ｔ・Ｔビル２０１号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263118-03607 ふくだこころのクリニ〒550-0027 06-6556-7770福田　晋平 福田　晋平 平29. 4. 1心内 精   診療所
     ック 大阪市西区九条１－２７－６九条常　勤:    1 新規 現存
     ビル７階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263218-03615 曲渕ペインクリニック〒550-0012 06-6533-5002曲渕　達雄 曲渕　達雄 平29. 5. 1麻   内   診療所
     大阪市西区立売堀２丁目３－２１常　勤:    1 新規 現存
     　曲渕ビル２・３Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263318-03623 王内科胃腸科クリニッ〒550-0005 06-6541-9896王　康義 王　康義 平29. 5. 1内   消   診療所
     ク 大阪市西区西本町１丁目４番１号常　勤:    1 移転 現存
     オリックス本町ビル２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263418-03631 医療法人　太樹会　は〒550-0024 06-6537-9213医療法人　太樹会　理原田　由利香 平29. 5. 1小   診療所
     らだこどもクリニック大阪市西区境川一丁目１番３１号常　勤:    2事長　原田　由利香 移転 現存
     境川メディカルセンター６０２ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263518-03649 わたなべ耳鼻咽喉科 〒550-0013 06-6578-3387渡邉　建 渡邉　建 平29.10. 1耳い アレ 小  診療所
     大阪市西区新町１丁目３３番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263618-03656 ふじわら整形外科 〒550-0013 06-6586-6410藤原　桂樹 藤原　桂樹 平30. 1.22整外 リウ リハ診療所
     大阪市西区新町２丁目１５－２２常　勤:    1 新規 現存
     花咲新町１階 (医       1) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263718-03664 坂井医院 〒550-0027 06-6582-7800坂井　貴子 坂井　貴子 平30. 2. 1麻   内   小  診療所
     大阪市西区九条１丁目６番１４号常　勤:    1 新規 現存
     レジデンス九条２階２０１号室 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 263818-03672 医療法人真光会　つじ〒550-0005 06-6538-6006医療法人真光会　理事泉谷　瑶子 平30. 4. 1眼   小   診療所
     もと眼科クリニック阿大阪市西区西本町３丁目１番１号常　勤:    1長　 本　真実 新規 現存
     波座院 ３階３０１号室 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263918-03680 あかりクリニック 〒550-0027 06-6585-3470冨岡　良城 冨岡　良城 平30. 3. 1内   小   リハ診療所
     大阪市西区九条二丁目２３番１３常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264018-03698 医療法人　島野医院 〒550-0015 06-6533-0020医療法人島野医院　理島野　直人 平30. 3. 1内   外   婦  診療所
     大阪市西区南堀江四丁目４番２０常　勤:    2事長　島野　直人 組織変更 こう 現存
     号アーデンタワー南堀江１階 (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264118-03706 医療法人真光会　つじ〒550-0015 06-6534-7007医療法人真光会　理事 本　真実 平30. 3. 1眼   小   診療所
     もと眼科クリニック 大阪市西区南堀江四丁目４番２０常　勤:    1長　 本　真実 組織変更 現存
     号１階１０３号室 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264218-03714 公益財団法人日本生命〒550-0006 06-6443-3446公益財団法人日本生命笠山　宗正 平30. 4.30一般       350病院
     済生会　日本生命病院大阪市西区江之子島２丁目１番５常　勤:  116済生会　理事長　野崎 移転 内   外   精  現存
     ４号 (医     116)　篤彦 平30. 4.30リウ 小   皮  
     非常勤:   45 ひ   産婦 眼  
     (医      45) 耳い リハ 病理
     循   消   呼内
     神内 整外 麻  
     放   呼外 心外
     形外 脳外 救命
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264319-00353 医療法人仁泉会　阪奈〒574-0014 072-874-1111医療法人　仁泉会　理川瀬　一郎 昭39. 3. 1一般        36病院
     (19-60353 ) 病院 大東市寺川１－１－３１ 常　勤:   10事長　伊泊　大造 新規 療養        57現存
     (医       9) 平30. 3. 1結核       141
     (歯       1) 内   呼   歯  
     非常勤:   19 皮   リハ 放  
     (医      18)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264419-00528 西村医院 〒574-0062 072-872-0027西村　保昭 西村　保昭 昭47. 1. 1皮   ひ   診療所
     大東市氷野一丁目２番８号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264519-00817 岡崎医院 〒574-0025 072-871-6316岡崎　博至 岡崎　博至 昭54.12. 1内   診療所
     大東市御供田四丁目１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 264619-00866 荒川眼科 〒574-0046 072-874-7577松山　英子 松山　英子 昭56.12. 1眼   診療所
     大東市赤井一丁目３番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264719-00924 社会福祉法人秀英会特〒574-0012 072-869-0300社会福祉法人秀英会　清水　一宏 昭58. 7. 1内   外   診療所
     別養護老人ホーム　生大東市大字龍間１３０４番地４ 常　勤:    1理事長　松下　孝 新規 現存
     駒園診療所 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264819-00965 高橋皮膚科 〒574-0026 072-873-4330高橋　邦明 高橋　邦明 昭59. 3. 1皮   診療所
     大東市住道二丁目７番１６号森本常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264919-00973 木田外科 〒574-0054 072-875-1223木田　宏之 木田　宏之 昭59. 6. 1胃   小外 外  診療所
     大東市新田東本町９番地２２号 常　勤:    1 新規 整外 リハ 放  現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265019-01054 特別養護老人ホーム和〒574-0015 072-877-8800社会福祉法人慶生会　野中　志郎 昭61.12. 1内   精   診療所
     光苑診療所 大東市野崎三丁目１２番１号 常　勤:    1理事長　永井　正美 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265119-01120 社会医療法人若弘会　〒574-0012 072-869-0116社会医療法人　若弘会錦見　俊雄 昭63. 7. 1療養       500病院
     (19-61120 ) わかくさ竜間リハビリ大東市大字龍間１５８０ 常　勤:   19　理事長　川合　弘高 新規 内   リハ 放  現存
     テーション病院 (医      17) 平24. 7. 1皮   歯   
     (歯       2)
     非常勤:   20
     (医      19)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265219-01146 医療法人藤井会　大東〒574-0042 072-870-0200医療法人　藤井会　理梶山　雄司 昭63.10. 1一般       117病院
     中央病院 大東市大野２－１－１１ 常　勤:   18事長　藤井　弘史 新規 内   消   循  現存
     (医      18) 平24.10. 1外   整外 脳外
     非常勤:   68 小外 ひ   リハ
     (医      68) リウ 麻   呼  
     放   皮   形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265319-01237 医療法人明栄会　上川〒574-0002 072-876-0672医療法人明栄会上川耳上川　学 平元. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大東市錦町１０番３号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　上 組織変更 現存
     (医       1)川　学 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 265419-01245 医療法人愛光会　竹本〒574-0013 072-872-0230医療法人愛光会　理事竹本　洋人 昭32.10. 1内   小   診療所
     クリニック 大東市中垣内一丁目３番６号 常　勤:    2長　竹本　洋人 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265519-01252 医療法人　前野整形外〒574-0026 072-875-3670医療法人前野整形外科前野　岳敏 昭60. 4. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 大東市住道二丁目７番１５号森本常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1)前野　岳敏 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265619-01286 医療法人博愛会　村田〒574-0026 072-873-5681医療法人博愛会　理事村田　保則 平 2. 1. 1内   消   小  診療所
     内科医院 大東市住道二丁目２番１０８号大常　勤:    1長　村田　保則 組織変更 リハ 放   現存
     東サンメイツ２号館１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265719-01302 医療法人　井上産婦人〒574-0062 072-872-3511医療法人井上産婦人科井上　武司 平 2. 7. 1一般        19診療所
     科クリニック 大東市氷野一丁目８番２６号 常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       3)井上　武司 平29. 7. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265819-01344 髙瀬医院 〒574-0016 072-876-1487髙瀬　友久 髙瀬　友久 平 3. 1. 1内   小   診療所
     大東市南津の辺町１０番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265919-01351 大東市立こども診療所〒574-0028 072-873-8686大東市長　東坂　浩一茂原　聖史 平 3. 4. 1小   診療所
     大東市幸町８番１号 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266019-01369 大東市立休日診療所 〒574-0028 072-874-5110大東市長　東坂　浩一浅田　高広 平 3. 3.21小   診療所
     大東市幸町８番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266119-01385 井上内科医院 〒574-0062 072-872-1612井上　梅樹 井上　梅樹 平 3. 5. 1内   循   小  診療所
     大東市氷野一丁目１１番２３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266219-01393 医療法人　石川クリニ〒574-0014 072-872-1868医療法人石川クリニッ石川　育夫 平 3. 7. 1外   脳外 整外診療所
     ック 大東市寺川五丁目２番１号 常　勤:    1ク　理事長　石川　育 組織変更 内   消   循  現存
     (医       1)夫 平24. 7. 1内科、消化器内
     非常勤:    1 科、循環器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 266319-01427 医療法人　水野医院 〒574-0037 072-872-0328医療法人水野医院　理水野　孝子 平 4. 6. 1内   消   皮  診療所
     大東市新町８番９号 常　勤:    2事長　水野　孝子 移転 内科、消化器内現存
     (医       2) 平28. 6. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266419-01450 医療法人　小林医院 〒574-0046 072-872-0268医療法人小林医院　理小林　彌仁 平 5. 7. 1一般         8診療所
     大東市赤井二丁目２番２０号 常　勤:    3事長　小林　彌仁 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266519-01468 医療法人　南医院 〒574-0006 072-876-0471医療法人南医院　理事南　学生 平 5. 7. 1内   小   皮  診療所
     大東市中楠の里町１５番１３号 常　勤:    1長　南　学生 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266619-01518 あいの里竜間診療所 〒574-0012 072-869-0788社会福祉法人　敬信福中村　幸枝 平 8. 5. 1内   精   診療所
     大東市大字龍間６７３番地３ 常　勤:    1祉会　理事長　兼俊　 新規 現存
     (医       1)佐代美 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266719-01575 大東医院 〒574-0044 072-872-0123大東　抄美 大東　抄美 平 9. 1. 1内   小   循  診療所
     大東市諸福三丁目６番１０号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266819-01609 前田医院 〒574-0004 072-876-1017岩岡　 子 岩岡　 子 平10. 1. 1内   小   診療所
     大東市南楠の里町９番１５号 常　勤:    2 継承 休止
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266919-01641 小林眼科 〒574-0015 072-863-3800小林　誉典 小林　誉典 平11. 1. 1眼   診療所
     大東市野崎一丁目６番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267019-01674 やまぐちクリニック 〒574-0041 072-889-7780山口　康二 山口　康二 平11.11. 1整外 リウ リハ診療所
     大東市浜町２番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267119-01708 森クリニック 〒574-0046 072-869-6776森　英夫 森　英夫 平12.11. 1心内 神   精  診療所
     大東市赤井一丁目１５番３３号ダ常　勤:    1 新規 現存
     イトービル２　１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267219-01716 長嶋整形外科 〒574-0054 072-870-3733長嶋　哲夫 長嶋　哲夫 平12.10. 1整外 リハ 診療所
     大東市新田東本町１－２７ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267319-01724 医療法人　藤川クリニ〒574-0007 072-862-1313医療法人　藤川クリニ藤川　朗 平13. 1. 1内   外   リハ診療所
     ック　藤川クリニック大東市北楠の里町２７番１９号発常　勤:    1ック　理事長　藤川　 組織変更 現存
     光マンション北楠２階 (医       1)朗 平25. 1. 1
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 267419-01740 医療法人仁泉会　仁泉〒574-0044 072-875-0100医療法人仁泉会　理事川島　啓誠 平13. 1. 1一般        93病院
     会病院 大東市諸福八丁目２番２２号 常　勤:   10長　伊泊　大造 組織変更 療養        47現存
     (医      10) 平25. 1. 1内   外   整外
     非常勤:   38 脳外 循   呼  
     (医      38) 消   麻   皮  
     神内 心外 ひ  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267519-01831 白川眼科 〒574-0036 072-870-1131白川　富美 白川　富美 平14. 1. 1眼   診療所
     大東市末広町７番７号　５階 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267619-01849 松爲医院 〒574-0007 072-876-1363松爲　 介 松爲　 介 平13.12. 1外   内   整外診療所
     大東市北楠の里町２５番１３号 常　勤:    1 移転 皮   ひ   胃  現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267719-01856 医療法人　楠朋会　田〒574-0044 072-889-5000医療法人　楠朋会　理田川　精二 平14. 1. 1精   神   内  診療所
     川くすの木クリニック大東市諸福六丁目３番２０号 常　勤:    2事長　田川　精二 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267819-01864 協立診療所 〒574-0077 072-874-2138医療生協かわち野生活石黒　由佳 平14. 1. 1内   小   循  診療所
     大東市三箇一丁目３番８号 常　勤:    1協同組合　理事長　藤 移転 消   リハ 整外現存
     (医       1)田　昌明 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267919-01914 松下診療所 〒574-0043 072-873-8609松下　和広 松下　和広 平14.10. 1内   消   小  診療所
     大東市灰塚四丁目７番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268019-01963 医療法人芳晃会　かと〒574-0015 072-803-3387医療法人芳晃会　理事加藤　晃史 平16. 1. 1耳い アレ 診療所
     う耳鼻咽喉科 大東市野崎一丁目３番８号プロス常　勤:    2長　加藤　晃史 組織変更 現存
     パー野崎１階 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268119-02003 黒岡クリニック 〒574-0041 072-806-3131黒岡　公雄 黒岡　公雄 平16. 2.20ひ   診療所
     大東市浜町９番１０号住道駅前ビ常　勤:    1 移転 現存
     ル４階４０１号 (医       1) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268219-02037 医療法人藤井会　住道〒574-0046 072-872-9555医療法人藤井会　理事佐井　吉永 平16.10. 1ひ   診療所
     クリニック 大東市赤井一丁目１３番１号ポッ常　勤:    2長　藤井　弘史 新規 現存
     プタウン住道１番館１階 (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
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 268319-02045 医療法人栄和会　三住〒574-0027 072-872-0588医療法人栄和会　理事榎本　寛 平16. 9. 1内   小   リウ診療所
     医院 大東市三住町４番１３号 常　勤:    1長 移転 アレ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268419-02060 医療法人惠和会　惠和〒574-0036 072-874-1215医療法人惠和会　理事 田　健 平17. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     会総合クリニック 大東市末広町７番７号　東邦ビル常　勤:    4長　岡崎　賢治 組織変更 内   皮   形外現存
     ６階 (医       4) 平29. 1. 1アレ 外   循  
     非常勤:    1 消   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268519-02094 川端医院 〒574-0024 072-871-0055川端　幸一 川端　幸一 平17.10. 1内   小   神内診療所
     大東市泉町二丁目１０番４５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268619-02102 医療法人　徳洲会　野〒574-0074 072-874-1641医療法人　徳洲会　理中川　秀光 平18. 5. 1一般       218病院
     崎徳洲会病院 大東市谷川二丁目１０番５０号 常　勤:   39事長　鈴木　隆夫 移転 内   神内 消  現存
     (医      39) 平30. 5. 1循   小   外  
     非常勤:   71 整外 眼   脳外
     (医      70) 心外 皮   ひ  
     (歯       1) 婦   放   リハ
     麻   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268719-02110 医療法人　徳洲会　野〒574-0072 072-874-1130医療法人　徳洲会　理吉田　 平18. 8. 1内   小   診療所
     崎徳洲会クリニック 大東市深野三丁目１番１号 常　勤:    1事長　鈴木　隆夫 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268819-02128 医療法人緑風会　みど〒574-0011 072-879-5551医療法人緑風会　理事門田　康正 平18.12. 1内   診療所
     り診療所 大東市北条六丁目２２３０番２号常　勤:    1長　門田　康正 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268919-02136 安倉医院 〒574-0041 072-872-2824須堯　美和 須堯　美和 平19. 1. 1内   小   診療所
     大東市浜町１２番１６号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269019-02151 医療法人惠和会　惠和〒574-0036 072-889-1122医療法人惠和会　理事山本　広光 平19. 5. 1内   循   診療所
     会総合クリニック　内大東市末広町７番７号東邦ビル２常　勤:    1長　西條　雅康 新規 現存
     科・循環器科 階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 269119-02169 医療法人真輝会　浅田〒574-0046 072-806-8080医療法人真輝会　理事浅田　高広 平19. 7. 1内   呼   アレ診療所
     クリニック 大東市赤井一丁目３番２３号シャ常　勤:    1長　浅田　高広 組織変更 現存
     ンテ三船Ⅲ１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269219-02177 医療法人　白築医院 〒574-0055 072-872-1680医療法人白築医院　理白築　夏生 平19. 7. 1内   小   皮  診療所
     大東市新田本町１０番３号 常　勤:    1事長　白築　夏生 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269319-02185 医療法人行仁会　水野〒574-0033 072-806-0101医療法人行仁会　理事水野　仁文 平19. 7. 1内   小   診療所
     クリニック 大東市扇町１４番１７号 常　勤:    1長　水野　仁文 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269419-02193 耳鼻咽喉科森本医院 〒574-0026 072-872-3387森本　一良 森本　一良 平19.11. 1耳い 診療所
     大東市住道二丁目７番１５号 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269519-02219 澤田医院 〒574-0046 072-870-3511澤田　修 澤田　修 平19.12. 1外   消   麻  診療所
     大東市赤井二丁目１２番１２号グ常　勤:    1 新規 現存
     リーンコート１階 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269619-02227 医療法人　若杉耳鼻咽〒574-0046 072-873-4133医療法人若杉耳鼻咽喉若杉　一夫 平20. 3. 1耳い 診療所
     喉科 大東市赤井一丁目４番３号ポップ常　勤:    1科　理事長　若杉　一 移転 現存
     タウン住道オペラパーク３Ｆ (医       1)夫 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269719-02235 医療法人　矢野眼科 〒574-0046 072-874-3115医療法人矢野眼科　理矢野　久俊 平20. 3. 1眼   診療所
     大東市赤井一丁目４番３号ポップ常　勤:    2事長　矢野　久俊 移転 現存
     タウン住道オペラパーク３階 (医       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269819-02243 小林小児科内科クリニ〒574-0046 072-870-7800小林　尚弥 小林　尚弥 平20. 8. 1小   内   消  診療所
     ック 大東市赤井二丁目２番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269919-02250 医療法人　榎本整形外〒574-0033 072-874-1573医療法人榎本整形外科榎本　誠 平20. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     科 大東市扇町５番１４号 常　勤:    2　理事長　榎本　誠 移転 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270019-02292 医療法人仁知会　渋谷〒574-0007 072-879-0148医療法人仁知会　理事渋谷　知宣 平22. 1. 1内   皮   診療所
     医院 大東市北楠の里町２４番２７号 常　勤:    2長　渋谷　知宣 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
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 270119-02318 医療法人　桜美会　桜〒574-0011 072-877-7788医療法人　桜美会　理櫻本　邦男 平22. 7. 1一般    診療所
     本外科・胃腸内科 大東市北条二丁目９番１８号 常　勤:    1事長　櫻本　邦男 組織変更 外   放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270219-02326 すどう眼科クリニック〒574-0046 072-806-8602須藤　健 須藤　健 平22.12. 1眼   診療所
     大東市赤井一丁目３番２３号シャ常　勤:    1 新規 現存
     ンテ三船Ⅲ２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270319-02334 いそのかみ皮フ科 〒574-0046 072-889-6712磯ノ上　正明 磯ノ上　正明 平22.11. 1皮   アレ 診療所
     大東市赤井一丁目５番２０２号ラ常　勤:    1 移転 現存
     プラス住道２Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270419-02342 橋本眼科 〒574-0015 072-879-3900橋本　忠男 橋本　忠男 平22.11.25眼   診療所
     大東市野崎一丁目３番４号野崎ク常　勤:    1 移転 現存
     リニックビル２階 (医       1) 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270519-02359 医療法人　井上眼科 〒574-0062 072-806-7566医療法人　井上眼科　井上　元宏 平23. 7. 1眼   診療所
     大東市氷野１丁目８番２６号 常　勤:    1理事長　井上　元宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270619-02367 医療法人　たかばたけ〒574-0033 072-873-6671医療法人たかばたけウ髙畠　桂子 平23.12. 1一般        15診療所
     ウィメンズクリニック大東市扇町４番１８号 常　勤:    3ィメンズクリニック　 移転 産   婦   内  現存
     (医       3)理事長　髙畠　桂子 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270719-02375 医療法人　たかやま耳〒574-0036 072-889-1787医療法人　たかやま耳髙山　靖史 平24. 1. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科 大東市末広町１２番１１号メゾン常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　髙 組織変更 現存
     ドショコラ１０１号 (医       1)山　靖史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270819-02409 田野眼科クリニック 〒574-0076 072-872-4100田野　良太郎 田野　良太郎 平25.10. 1眼   診療所
     大東市曙町５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270919-02425 医療法人　加納整形外〒574-0033 072-875-0505医療法人　加納整形外加納　敬庸 平26. 1. 1整外 リハ 診療所
     科 大東市扇町１５番１号 常　勤:    1科　理事長　加納　敬 組織変更 現存
     (医       1)庸 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 271019-02433 医療法人　皆秀会　皆〒574-0011 072-876-0766医療法人　皆秀会　理皆川　秀夫 平26. 1. 1内   心内 呼  診療所
     川クリニック 大東市北条１丁目５番３０号皆川常　勤:    1事長　皆川　秀夫 組織変更 消   循   小  現存
     クリニックビル (医       1) 平26. 1. 1整外 放   リハ
     非常勤:    5 精   皮   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271119-02441 山本内科循環器科 〒574-0037 072-806-5050山本　広光 山本　広光 平26. 5. 1内   循   診療所
     大東市新町１４－５メゾン橋喜１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271219-02458 ふじいメンタルクリニ〒574-0036 072-813-8611藤井　恭子 藤井　恭子 平26. 7. 1心内 精   診療所
     ック 大東市末広町１２－１１－２０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271319-02474 寺川クリニック 〒574-0014 072-870-0285藤永　卓治 藤永　卓治 平27. 2. 1ひ   内   リハ診療所
     大東市寺川４－２－３０ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平27. 2. 1消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271419-02490 森田内科クリニック 〒574-0046 072-872-0136森田　寛 森田　寛 平27. 9. 1内   循   診療所
     大東市赤井１丁目１番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271519-02516 西村たくや皮膚科クリ〒574-0062 072-870-4112西村　拓也 西村　拓也 平27.11. 1皮   診療所
     ニック 大東市氷野１丁目２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271619-02524 なかい内科　血管外科〒574-0014 072-873-2700中井　康成 中井　康成 平27.12. 1内   循   心外診療所
     クリニック 大東市寺川３丁目９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271719-02532 医療法人京慈会　こに〒574-0036 072-873-0081医療法人京慈会　理事白川　倫子 平28. 1. 1小   診療所
     し小児科クリニック 大東市末広町７番７号東邦ビル４常　勤:    1長　白川　倫子 組織変更 現存
     階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271819-02540 大東市立子ども発達支〒574-0011 072-812-7791大東市長　東坂　浩一山口　康二 平28. 4. 1整外 小   診療所
     援センター内診療所 大東市北条一丁目１６番１６号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 271919-02557 まつおかクリニック 〒574-0033 072-813-0358松岡　成康 松岡　成康 平28.10. 1整外 内   診療所
     大東市扇町６番２２号メルベーユ常　勤:    1 新規 現存
     扇町１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272019-02565 荒矢診療所 〒574-0025 072-875-3220上田　康雄 上田　康雄 平28. 9. 1内   消   外  診療所
     大東市御供田５丁目６番２３号 常　勤:    2 継承 整外 リハ 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272119-02573 医療法人　藤林クリニ〒574-0016 072-813-7118医療法人藤林クリニッ藤林　保 平29. 3. 1内   小   ひ  診療所
     ック 大東市南津の辺町２２番１６号 常　勤:    1ク　理事長　藤林　保 組織変更 心内 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272219-02581 医療法人　とよかわ整〒574-0011 072-879-3885医療法人とよかわ整形任　成柱（豊川成和）平29. 5. 1整外 リハ 診療所
     形外科リハビリクリニ大東市北条二丁目１９番１号 常　勤:    1外科リハビリクリニッ 移転 現存
     ック (医       1)ク　理事長　任　成柱 平29. 5. 1
     （豊川成和）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272319-02599 榎本クリニック 〒574-0032 072-871-1787川﨑　敬次郎 川﨑　敬次郎 平29. 5. 1内   外   胃  診療所
     大東市栄和町７番４号 常　勤:    2 継承 皮   現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272420-00146 医療法人越宗会　越宗〒558-0045 06-6672-2251医療法人　越宗会　理越宗　勝 昭32.10. 1療養        30病院
     整形外科病院 大阪市住吉区住吉二丁目９番１０常　勤:    2事長　越宗　勝 新規 整外 リハ 現存
     ９号 (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272520-00898 大野医院 〒558-0004 06-6691-0287大野　直樹 大野　直樹 昭32.10. 1内   小   診療所
     大阪市住吉区長居東三丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272620-02183 医療法人錦秀会　阪和〒558-0041 06-6692-1181医療法人錦秀会　理事大西　光幸 昭35. 2. 1療養       549病院
     病院 大阪市住吉区南住吉三丁目３番７常　勤:   11長　籔本　雅巳 新規 内   皮   耳い現存
     号 (医      11) 平29. 2. 1神内 放   リハ
     非常勤:   30 眼   
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272720-02969 小林医院 〒558-0055 06-6671-7706小林　弘卓 小林　弘卓 昭39.11. 1内   小   放  診療所
     大阪市住吉区万代五丁目２番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
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 272820-03165 高瀬医院 〒558-0033 06-6673-4121高瀬　敬 高瀬　敬 昭41.10. 1内   小   放  診療所
     大阪市住吉区清水丘二丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     １９号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272920-03298 上田医院 〒558-0001 06(6693)2280上田　五郎 上田　五郎 昭42. 9. 1内   小   放  診療所
     大阪市住吉区大領５－２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273020-03520 杉浦医院 〒558-0004 06-6691-1669杉浦　勝 杉浦　勝 昭44. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市住吉区長居東一丁目２５番 新規 現存
     ８号 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273120-03991 市吉医院 〒558-0013 06-6691-1674医療法人陽光会　理事市吉　陽 昭48. 4. 1内   小   皮  診療所
     大阪市住吉区我孫子東３－１－３常　勤:    2長　市吉　陽 新規 放   耳い 眼  現存
     ５ (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273220-04015 近衛医院 〒558-0053 06(6673)1515近衛　彰 近衛　彰 昭48.10. 5内   小   診療所
     大阪市住吉区帝塚山中４－２－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273320-04148 公益財団法人大阪市救〒558-0047 06(6672)6021公益財団法人大阪市救畑　直成 昭51.12. 1内   小   診療所
     急医療事業団　沢之町大阪市住吉区千躰二丁目２番６号常　勤:    1急医療事業団　理事長 新規 現存
     休日急病診療所 (医       1)　甲田　伸一 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273420-04221 医療法人錦秀会　阪和〒558-0011 06-6696-5591医療法人錦秀会　理事藤田　敏晃 昭53.11. 1一般       135病院
     記念病院 大阪市住吉区苅田七丁目１１番１常　勤:   14長　籔本　雅巳 新規 脳外 心外 循  現存
     １号 (医      14) 平29.11. 1ひ   リハ 放  
     非常勤:   28 内   
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273520-04361 東医院 〒558-0055 06-6671-3358東　隆雄 東　隆雄 昭56. 4. 1内   小   診療所
     大阪市住吉区万代三丁目２番１９常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273620-04379 小林医院 〒558-0051 06-6671-3101小林　立美 小林　立美 昭56. 4.29内   小   皮  診療所
     大阪市住吉区東粉浜三丁目３１番常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (医       1) 平29. 4.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273720-04395 くぼた診療所 〒558-0033 06(6671)9983窪田　純子 窪田　純子 昭57. 4. 1内   小   診療所
     大阪市住吉区清水丘１－９－２５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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 273820-04411 喜多診療所 〒558-0023 06(6695)2318喜多　俊二 喜多　俊二 昭57. 9. 1内   小   診療所
     大阪市住吉区山之内１－２１－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273920-04452 たつえ医院 〒558-0004 06-6607-3702竜江　健一 竜江　健一 昭58.11. 1内   胃   循  診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目２１番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２８号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274020-04510 田中眼科医院 〒558-0033 06(6671)4854田中　康夫 田中　康夫 昭60.12. 9眼   診療所
     大阪市住吉区清水丘二丁目１７番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (医       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274120-04528 佐竹医院 〒558-0031 06(6606)3066佐竹　正光 佐竹　正光 昭61. 3. 1内   胃   リハ診療所
     大阪市住吉区沢之町一丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274220-04577 医療法人　小泉内科 〒558-0041 06-6691-0708医療法人小泉内科　理小泉　雅英 昭62. 1. 1内   小   胃  診療所
     大阪市住吉区南住吉四丁目８番１常　勤:    1事長　小泉　雅英 組織変更 皮   放   現存
     ０号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274320-04585 医療法人　三橋医院 〒558-0011 06-6698-0661医療法人三橋医院　理三橋　浩 昭62. 1. 1整外 内   リハ診療所
     大阪市住吉区苅田八丁目６番２７常　勤:    2事長　三橋　浩 組織変更 リウ 現存
     号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274420-04619 医療法人錦秀会　阪和〒558-0041 06-6692-1001医療法人錦秀会　理事阿部　孝 昭62.11. 1一般       115病院
     住吉総合病院 大阪市住吉区南住吉三丁目２番９常　勤:   16長　籔本　雅巳 新規 内   外   整外現存
     号 (医      16) 平29.11. 1消   呼内 ひ  
     非常勤:   10 リハ 麻   放  
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274520-04635 代田医院 〒558-0051 06-6671-5550代田　昂史 代田　昂史 昭62.12. 1小   診療所
     大阪市住吉区東粉浜三丁目２８番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274620-04643 医療法人　井紀会　井〒558-0055 06-6672-3302医療法人　井紀会　理井谷　篤史 昭63. 1. 1内   胃   循  診療所
     谷医院 大阪市住吉区万代六丁目１９番２常　勤:    2事長　井谷　篤史 組織変更 現存
     ９号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 274720-04684 医療法人　河南医院 〒558-0032 06-6691-1322医療法人河南医院　理河南　里江子 昭64. 1. 1内   呼内 循  診療所
     大阪市住吉区遠里小野一丁目１２常　勤:    1事長　河南　里江子 組織変更 アレ 現存
     番９号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274820-04700 医療法人　澤田医院 〒558-0055 06-6671-7092医療法人澤田医院　理澤田　秀智 昭64. 1. 1内   外   小  診療所
     大阪市住吉区万代二丁目８番１１常　勤:    1事長　澤田　秀智 組織変更 皮   現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274920-04759 医療法人　小橋医院 〒558-0041 06-6691-1968医療法人小橋医院　理小橋　和雄 昭36. 2. 1耳い 診療所
     大阪市住吉区南住吉四丁目１番１常　勤:    1事長　小橋　和雄 組織変更 現存
     ４号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275020-04767 医療法人瓢成会　中川〒558-0044 06-6671-0158医療法人　瓢成会　理中川　由美子 昭47.10.10一般         8診療所
     医院 大阪市住吉区長峡町５番５号 常　勤:    2事長　中川　由美子 新規 産婦 小   内  現存
     (医       2) 平28. 7. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275120-04775 医療法人　成山医院 〒558-0051 06-6671-4682医療法人成山医院　理成山　和功 昭58.10. 1内   循   診療所
     大阪市住吉区東粉浜三丁目２３番常　勤:    1事長　成山　和功 継承 現存
     ２４号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275220-04809 医療法人　渡部診療所〒558-0052 06-6672-4116医療法人渡部診療所　渡部　幸一郎 昭59. 9. 1内   耳い リハ診療所
     大阪市住吉区帝塚山西一丁目１２常　勤:    2理事長　渡部　泰夫 新規 アレ 消   現存
     番２０号 (医       2) 平28. 7. 1０８消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275320-04882 小宮クリニック 〒558-0045 06-6673-3301小宮　正治 小宮　正治 平 2. 4. 1内   リハ 診療所
     大阪市住吉区住吉一丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275420-04932 医療法人　中嶋医院 〒558-0004 06-6691-3300医療法人　中嶋医院　中嶋　基麿 平 2. 7. 1眼   診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目２番１常　勤:    1理事長　中嶋　基麿 組織変更 現存
     ９号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275520-04981 山本医院 〒558-0044 06-6671-2469山本　茂宏 山本　茂宏 平 2.10. 5内   循   小  診療所
     大阪市住吉区長峡町４番４５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 275620-04999 久我医院 〒558-0051 06-6671-4385久我　隆一 久我　隆一 平 2.11. 1耳い 診療所
     大阪市住吉区東粉浜三丁目２７番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275720-05012 医療法人　辻整形外科〒558-0011 06(6608)1351医療法人　辻整形外科辻　知毅 平 3. 1. 1整外 リハ 診療所
     大阪市住吉区苅田５－６－１１ 常　勤:    1　理事長　辻　知毅 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275820-05020 医療法人　てらかど診〒558-0003 06(6694)3856医療法人　てらかど診寺角　匡弘 平 3. 1. 1内   外   診療所
     療所 大阪市住吉区長居四丁目１０－２常　勤:    2療所　理事長　寺 　 組織変更 現存
     ３ (医       2)匡弘 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275920-05061 畑内科クリニック 〒558-0003 06-6695-1044畑　直成 畑　直成 平 3. 4. 1内   診療所
     大阪市住吉区長居三丁目８番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276020-05087 宮井医院 〒558-0051 06(6671)2148宮井　元伸 宮井　元伸 平 3. 4. 1内   診療所
     大阪市住吉区東粉浜三丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ２８号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276120-05095 三谷耳鼻咽喉科医院 〒558-0014 06(6609)3387三谷　武生 三谷　武生 平 3. 6. 1耳い アレ 診療所
     大阪市住吉区我孫子３－６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276220-05111 医療法人　武内医院 〒558-0023 06(6691)1817医療法人武内医院　理高山　淳美 平 3. 7. 1内   小   診療所
     大阪市住吉区山之内２－１２－５常　勤:    1事長　高山　淳美 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276320-05129 医療法人　広畑医院 〒558-0003 06(6691)3787医療法人広畑医院　理 畑　健 平 3. 7. 1内   外   皮  診療所
     大阪市住吉区長居三丁目１２番１常　勤:    1事長　 畑　健 組織変更 放   現存
     ９号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276420-05178 医療法人　北谷医院 〒558-0011 06-6698-9757医療法人北谷医院　理北谷　靖子 平 4. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市住吉区苅田七丁目８番４号常　勤:    2事長　北谷　靖子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276520-05210 医療法人新生会　にい〒558-0015 06-6691-1577医療法人新生会　理事新居延　忠昭 平 3.12. 1内   胃   診療所
     のぶ内科 大阪市住吉区我孫子西二丁目７番常　勤:    1長　新居延　忠昭 移転 現存
     ７号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 276620-05236 四恩学園診療所 〒558-0011 06-6607-2220社会福祉法人四恩学園大國　英和 平 4. 6. 1小   内   診療所
     大阪市住吉区苅田四丁目３番９号常　勤:    2　理事長　中西　裕 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276720-05301 吉田皮フ科 〒558-0004 06-6697-8671吉田　和世 吉田　和世 平 5. 4. 1皮   診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276820-05343 稲田内科 〒558-0032 06-6693-0155稲田　啓一 稲田　啓一 平 5.12. 1内   胃   循  診療所
     大阪市住吉区遠里小野七丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １１号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276920-05350 小松原千鶴子診療所 〒558-0044 06(6671)1160小松原　千鶴子 小松原　千鶴子 平 6. 1. 1内   神内 診療所
     大阪市住吉区長峡町６－７住吉公常　勤:    1 新規 現存
     園パインクレスト１Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277020-05467 三谷耳鼻咽喉科医院長〒558-0004 06-6698-3387三谷　武生 三谷　武生 平 6.11. 1耳い アレ 診療所
     居診療所 大阪市住吉区長居東三丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277120-05483 森永クリニック 〒558-0004 06-6696-6227森永　眞 森永　眞 平 6.12. 1内   診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ５－１０３号ホワイトシャトー長(医       1) 平27.12. 1
     居１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277220-05525 かじもと皮膚科医院 〒558-0011 06-6692-7873梶本　明美 梶本　明美 平 7. 3. 1皮   診療所
     大阪市住吉区苅田三丁目１７番２常　勤:    1 新規 現存
     ０号サンライズヤマウチ１階 (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277320-05566 医療法人　竹安医院 〒558-0045 06-6673-0175医療法人竹安医院　理竹安　一郎 平 7. 5. 1眼   診療所
     大阪市住吉区住吉一丁目１０番２常　勤:    2事長　竹安　一郎 移転 現存
     ４号 (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277420-05582 小山医院 〒558-0043 06-6678-2602小山　隆朗 小山　隆朗 平 7.12. 1内   診療所
     大阪市住吉区墨江四丁目１番８号常　勤:    1 新規 現存
     エクシオール１階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277520-05608 医療法人　何クリニッ〒558-0052 06-6658-1500医療法人何クリニック何　國彦 平 8. 1. 1内   消   診療所
     ク 大阪市住吉区帝塚山西一丁目１番常　勤:    1　理事長　何　國彦 組織変更 現存
     ２３号 (医       1) 平29. 1. 1
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 277620-05616 浦島医院 〒558-0032 06-6696-0341浦島　一郎 浦島　一郎 平 8. 6. 1外   胃   内  診療所
     大阪市住吉区遠里小野四丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １０号カルムⅢ１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277720-05624 医療法人祥風会　みど〒558-0054 06-6675-1001医療法人　祥風会　理上田　澤子 平 8. 7. 1内   循   リハ診療所
     りクリニック 大阪市住吉区帝塚山東四丁目２番常　勤:    1事長　上田　澤子 組織変更 精   現存
     ３号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277820-05632 医療法人山裕会　山本〒558-0013 06-6696-3550医療法人　山裕会　理山本　茂 平 8. 7. 1脳外 診療所
     クリニック 大阪市住吉区我孫子東二丁目４番常　勤:    1事長　山本　茂 組織変更 現存
     ３号レグルス我孫子１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277920-05657 岸本クリニック 〒558-0033 06-6671-7274岸本　すみれ 岸本　すみれ 平 8. 9. 1整外 リハ 麻  診療所
     大阪市住吉区清水丘二丁目４番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278020-05665 アップリケア診療所 〒558-0021 06-6696-1177社会福祉法人　松稲会三橋　浩 平 9. 3. 1内   診療所
     大阪市住吉区浅香一丁目８番３８常　勤:    1　理事長　葛西　得男 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278120-05715 医療法人鹿野苑会　河〒558-0022 06-6691-2973医療法人鹿野苑会　理河野　照 平 9. 7. 1内   小   診療所
     野クリニック 大阪市住吉区杉本二丁目２０番１常　勤:    1事長　河野　照 組織変更 現存
     ０号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278220-05756 白木整形外科クリニッ〒558-0054 06-6674-8055白木　 士 白木　 士 平 9.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 大阪市住吉区帝塚山東一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278320-05764 医療法人守田会　オり〒558-0032 06-6694-1181医療法人守田会　理事吉川　明輝 平 9. 9. 1一般        10病院
     オノ病院 大阪市住吉区遠里小野一丁目１番常　勤:    4長　守田　直規 移転 療養       107現存
     １５号 (医       4) 平24. 9. 1内   耳い 皮  
     非常勤:   19 放   リハ 
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278420-05780 島田内科クリニック 〒558-0003 06-6692-8814島田　昌和 島田　昌和 平 9.11. 1内   消   診療所
     大阪市住吉区長居三丁目７番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 278520-05806 医療法人　小豆沢クリ〒558-0055 06-6674-6060医療法人小豆沢クリニ小豆澤　瑞夫 平10. 1. 1内   診療所
     ニック 大阪市住吉区万代五丁目１４番１常　勤:    1ック　理事長　小豆澤 組織変更 現存
     号スペースサプライ２０１ビル２(医       1)　瑞夫 平28. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278620-05855 北野整形外科 〒558-0003 06-6690-5750北野　安衞 北野　安衞 平10. 5. 1整外 リハ 診療所
     大阪市住吉区長居一丁目３番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278720-05913 医療法人光陽会　小森〒558-0011 06-6696-1171医療法人光陽会　理事小森　忠光 平10.11. 1内   診療所
     内科 大阪市住吉区苅田七丁目１１番１常　勤:    1長　小森　忠光 移転 現存
     ０号平元ハイツ１階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278820-05921 医療法人昴会　岡本ク〒558-0004 06-6696-0201医療法人　昴会　理事岡本　吉夫 平11. 1. 1産   婦   診療所
     リニック 大阪市住吉区長居東三丁目４番２常　勤:    1長　岡本　吉夫 組織変更 現存
     ８号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278920-05939 医療法人一裕会　辻ク〒558-0014 06-6694-7711医療法人　一裕会　理辻　光次朗 平11. 1. 1内   消   循  診療所
     リニック 大阪市住吉区我孫子一丁目７番６常　勤:    1事長　辻　光次朗 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279020-05954 新居内科 〒558-0032 06-6609-8230新居　貞雄 新居　貞雄 平11. 4. 1内   診療所
     大阪市住吉区遠里小野一丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２４号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279120-05962 帝塚山福祉会診療所 〒558-0054 06-4701-1121社会福祉法人　帝塚山田中　健一 平11. 6. 1内   診療所
     大阪市住吉区帝塚山東二丁目１番常　勤:    1福祉会　理事長　藪本 新規 現存
     ３５号 (医       1)　雅巳 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279220-05970 医療法人　小児科南野〒558-0014 06-6699-7711医療法人　小児科　南南野　悟 平11. 7. 1小   診療所
     クリニック 大阪市住吉区我孫子二丁目７番３常　勤:    1野クリニック　理事長 組織変更 現存
     ３号サザンドーム１階 (医       1)　南野　悟 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279320-05996 特別養護老人ホームウ〒558-0015 06-6608-3000社会福祉法人央福祉会小泉　雅英 平11. 8. 1内   整外 診療所
     ェルネスあびこ付設診大阪市住吉区我孫子西一丁目２番常　勤:    1　理事長　上田　幸生 新規 現存
     療所 １５号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 279420-06010 和泉皮フ科 〒558-0015 06-4700-4123和泉　宏 和泉　宏 平11. 9. 1皮   診療所
     大阪市住吉区我孫子西二丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番１９号宮端ビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279520-06028 杉本診療所 〒558-0023 06-6691-0981宮田　央 宮田　央 平11.10. 1内   消   診療所
     大阪市住吉区山之内三丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279620-06036 平野整形外科 〒558-0011 06-6695-0009平野　哲宏 平野　哲宏 平12. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市住吉区苅田五丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号はりまやＳビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279720-06044 桂診療所 〒558-0032 06-6691-2087桂　勇人 桂　勇人 平11.12. 1内   診療所
     大阪市住吉区遠里小野五丁目１２常　勤:    1 移転 現存
     番３４号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279820-06077 きたすみ皮フ科 〒558-0004 06-6607-3230北角　浩二 北角　浩二 平12. 4. 1皮   診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     １号昭栄ビル１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279920-06101 霜野医院 〒558-0042 06-4700-9058霜野　良一 霜野　良一 平12. 5. 1内   消   診療所
     大阪市住吉区殿辻一丁目７番２２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280020-06119 医療法人　健永会　ア〒558-0013 06-6694-0099医療法人　健永会　理永井　健司 平12. 7. 1脳外 内   精  診療所
     ビコながいクリニック大阪市住吉区我孫子東三丁目１番常　勤:    1事長　永井　健司 組織変更 現存
     １号泰清ビル３階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280120-06127 医療法人　真芳会　は〒558-0013 06-6609-8080医療法人　真芳会　理林　真二 平12. 7. 1ひ   内   透析診療所
     やし泌尿器クリニック大阪市住吉区我孫子東三丁目１番常　勤:    2事長　林　真二 組織変更 現存
     １号泰清ビル２階 (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280220-06168 医療法人錦秀会　阪和〒558-0015 06-6690-1060医療法人錦秀会　理事神田　英憲 平13. 1. 1療養       114病院
     第二病院 大阪市住吉区我孫子西二丁目４番常　勤:    2長　籔本　雅巳 移転 内   現存
     ５号 (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 280320-06176 社会福祉法人正武福祉〒558-0011 06-6606-3100社会福祉法人正武福祉畑　直成 平13. 4. 1内   診療所
     会　さんらく苑診療所大阪市住吉区苅田五丁目１６番１常　勤:    1会　理事長　西村　貢 新規 現存
     ０号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280420-06218 ヤマダ内科・小児科 〒558-0013 06-6691-5964山田　章彦 山田　章彦 平14. 1. 1内   小   診療所
     大阪市住吉区我孫子東三丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     １８号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280520-06226 医療法人　紀陽会　長〒558-0041 06-6678-2200医療法人　紀陽会　理田中　利一 平14. 6. 1内   診療所
     居クリニック 大阪市住吉区南住吉二丁目６番６常　勤:    1事長　田仲　紀子 新規 現存
     ０号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280620-06242 新井整形外科クリニッ〒558-0003 06-6691-1600新井　達也 新井　達也 平14. 8. 1整外 外   リウ診療所
     ク 大阪市住吉区長居三丁目１３番３常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号オプスローザビル２階２０１号(医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280720-06267 医療法人錦秀会　阪和〒558-0054 06-4701-6671医療法人錦秀会　理事赤木　功人 平14. 9. 1療養       200病院
     第二住吉病院 大阪市住吉区帝塚山東四丁目７番常　勤:    5長　籔本　雅巳 移転 内   リハ 現存
     ８号 (医       5) 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280820-06291 アイアイ眼科医院 〒558-0023 06-4700-3536宮本　裕子 宮本　裕子 平15. 1. 1眼   診療所
     大阪市住吉区山之内三丁目１番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280920-06309 医療法人惠愛会　クリ〒558-0023 06-6692-4819医療法人惠愛会　クリ畑森　信夫 平15. 3. 1内   診療所
     ニック畑森 大阪市住吉区山之内二丁目９番１常　勤:    2ニック畑森　理事長　 移転 現存
     １号 (医       1)畑森　信夫 平27. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281020-06317 橋本皮膚科 〒558-0033 06-4701-7779橋本　洋子 橋本　洋子 平15. 6. 1皮   アレ 診療所
     大阪市住吉区清水丘二丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281120-06325 医療法人　武田小児科〒558-0041 06-6691-6551医療法人武田小児科医武田　義 平15. 7. 1小   診療所
     医院 大阪市住吉区南住吉二丁目１４番常　勤:    1院　理事長　武田　義 組織変更 現存
     １９号ヘイセイハイツ壹番館１階(医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281220-06333 医療法人三幸会　小澤〒558-0054 06-6671-6780医療法人三幸会　理事小澤　幸人 平15. 7. 1内   小   整外診療所
     診療所 大阪市住吉区帝塚山東三丁目８番常　勤:    1長　小澤　幸人 組織変更 リハ 放   現存
     １５号 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 281320-06341 医療法人　たばたクリ〒558-0011 06-6694-8180医療法人たばたクリニ田畑　紳一 平15.11. 1心内 神   精  診療所
     ニック 大阪市住吉区苅田五丁目１９番１常　勤:    1ック　理事長　田畑　 移転 現存
     ９号山本ビル３階 (医       1)紳一 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281420-06358 医療法人秀整会　長整〒558-0023 06-6607-8001医療法人秀整会　理事長　秀行 平16. 1. 1整外 リハ 診療所
     形外科 大阪市住吉区山之内一丁目２５番常　勤:    1長　長　秀行 組織変更 現存
     ３０号プレジール・アン・山之内(医       1) 平28. 1. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281520-06366 医療法人正章会　松倉〒558-0045 06-4701-1244医療法人正章会　理事松倉　正治 平16. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     皮膚科医院 大阪市住吉区住吉二丁目９番１０常　勤:    2長　松倉　正治 組織変更 現存
     ９号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281620-06374 医療法人ハートフリー〒558-0054 06-6678-2511医療法人ハートフリー後岡　晃一郎 平16. 1. 1内   小   整外診療所
     やすらぎ　住吉診療所大阪市住吉区帝塚山東五丁目８番常　勤:    2やすらぎ　理事長　後 組織変更 現存
     ３号 (医       2)岡　晃一郎 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281720-06408 医療法人社団真希会　〒558-0004 06-6608-7813医療法人社団真希会　趙　顕三 平16. 4.30内   胃   循  診療所
     チョウクリニック 大阪市住吉区長居東三丁目１５番常　勤:    1理事長　趙　顕三 移転 小   整外 リハ現存
     １４号 (医       1) 平28. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281820-06432 耳鼻咽喉科　岡本医院〒558-0011 06-6691-3050岡本　光明 岡本　光明 平16. 8. 1耳い 診療所
     大阪市住吉区苅田九丁目１５番１常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281920-06440 医療法人慈心会　あび〒558-0014 06-6691-1155医療法人慈心会　理事中作　茂 平16. 8. 1一般       135病院
     こ病院 大阪市住吉区我孫子三丁目３番２常　勤:   10長　飯田　都 組織変更 内   消   神内現存
     ０号 (医      10) 平28. 8. 1呼内 外   整外
     非常勤:   72 皮   リハ 放  
     (医      72) こう 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282020-06457 平井医院 〒558-0046 06-6674-2000平井　浩一 平井　浩一 平16.11. 1内   アレ リウ診療所
     大阪市住吉区上住吉一丁目８番３常　勤:    2 継承 現存
     １号 (医       1) 平28.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282120-06465 医療法人希望会　辻村〒558-0011 06-6606-2525医療法人希望会　理事辻村　英一郎 平17. 1. 1内   循   診療所
     内科循環器科 大阪市住吉区苅田五丁目１５番１常　勤:    1長　辻村　英一郎 組織変更 現存
     ３号Ｓビル３階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 282220-06473 医療法人　クリニック〒558-0055 06-6676-1700医療法人クリニック石石田　稔 平17. 1. 1耳い 診療所
     石田 大阪市住吉区万代三丁目１２番５常　勤:    2田　理事長　石田　稔 組織変更 現存
     号　ハイムスタイン２階 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282320-06499 いぬい眼科 〒558-0014 06-6607-1450乾　俊介 乾　俊介 平17. 2. 1眼   診療所
     大阪市住吉区我孫子三丁目６番９常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282420-06515 沢井産婦人科医院 〒558-0032 06-6694-1115澤井　啓祐 澤井　啓祐 平17. 4. 1一般         9診療所
     大阪市住吉区遠里小野三丁目４番常　勤:    2 継承 産婦 内   小  現存
     ８号 (医       2) 平29. 4. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282520-06531 医療法人　宏正会　林〒558-0041 06-6696-8558医療法人　宏正会　理林　正樹 平17. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 大阪市住吉区南住吉三丁目１９番常　勤:    1事長　林　正樹 組織変更 現存
     ２７号グレース東山１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282620-06549 ファミリークリニック〒558-0011 06-6609-9090植田　吉彦 植田　吉彦 平17. 9. 1内   小   診療所
     うえだ 大阪市住吉区苅田五丁目１９番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号あびこ駅前クリニックモール(医       1) 平29. 9. 1
     １０２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282720-06564 山本医院 〒558-0041 06-6609-5557山本　重孝 山本　重孝 平17.12. 1外   内   胃  診療所
     大阪市住吉区南住吉二丁目２番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282820-06572 ゆうクリニック 〒558-0033 06-6675-1500西原　伸 西原　伸 平18. 1. 1内   消   心内診療所
     大阪市住吉区清水丘二丁目３番６常　勤:    1 新規 現存
     号グリオコート１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282920-06580 医療法人住寿会　福寿〒558-0055 06-6675-4100医療法人住寿会　理事川内　貞子 平18. 1. 1内   整外 リハ診療所
     会診療所 大阪市住吉区万代二丁目７番１５常　勤:    2長　川内　貞子 組織変更 現存
     号旭マンション１Ｂ (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283020-06598 むらおか耳鼻咽喉科 〒558-0003 06-6606-6811村岡　道德 村岡　道德 平18. 2. 1耳い 形外 診療所
     大阪市住吉区長居二丁目１０番６常　勤:    1 新規 現存
     号　クレオ長居１階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 283120-06614 ゆうけい診療所 〒558-0032 06-6609-6815社会福祉法人　宥恵会三橋　二良 平18. 4. 1内   外   整外診療所
     大阪市住吉区遠里小野二丁目７番常　勤:    1　理事長　椿本　雅宥 新規 精   現存
     ２０号 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283220-06622 地方独立行政法人大阪〒558-8558 06-6692-1201地方独立行政法人　大後藤　満一 平18. 4. 1一般       831地域支援
     (20-66622 ) 府立病院機構　大阪急大阪市住吉区万代東三丁目１番５常　勤:  246阪府立病院機構　理事 組織変更 精神        34病院
     性期・総合医療センタ６号 (医     235)長　遠山　正彌 平30. 4. 1内   呼内 消  現存
     ー (歯      11) 神内 形外 外  
     非常勤:  162 呼外 小外 リウ
     (医     156) 整外 精   脳外
     (歯       6) 産   婦   小  
     眼   耳い 皮  
     ひ   循   心外
     救命 放   歯  
     歯外 麻   リハ
     臨床 病理 
     腎内科、消内科
     、糖尿病内分泌
     内科、血液腫瘍
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283320-06648 ふくろく整形外科クリ〒558-0051 06-6678-2969福録　潤 福録　潤 平18. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 大阪市住吉区東粉浜三丁目２３番常　勤:    1 新規 外   現存
     ２０号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283420-06671 医療法人　きたがわ眼〒558-0011 06-6607-0202医療法人　きたがわ眼北川　誠彦 平18. 7. 1眼   診療所
     科クリニック 大阪市住吉区苅田五丁目１９番１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ９号山本ビル２階 (医       1)　北川　誠彦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283520-06689 北脇クリニック 〒558-0003 06-6692-0262北脇　文雄 北脇　文雄 平18. 7.15整外 内   外  診療所
     大阪市住吉区長居二丁目９番２５常　勤:    1 継承 リウ リハ 麻  現存
     号 (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283620-06697 たつたレディースクリ〒558-0011 06-6696-6080辰田　一郎 辰田　一郎 平18.10. 1産婦 診療所
     ニック 大阪市住吉区苅田五丁目１９番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号あびこ駅前クリニックモール(医       1) 平24.10. 1
     ３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 283720-06705 医療法人　美喜有会　〒558-0041 06-6695-5551医療法人　美喜有会　松﨑　浩 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     さかもとクリニック 大阪市住吉区南住吉一丁目２３番常　勤:    3理事長　坂本　貞範 組織変更 外   放   内  現存
     １７号 (医       3) 平25. 1. 1脳外 精   
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283820-06713 医療法人　英仁会　浅〒558-0011 06-6696-3363医療法人　英仁会　理浅井　英世 平19. 1. 1耳い 診療所
     井耳鼻咽喉科 大阪市住吉区苅田五丁目１６番６常　勤:    1事長　浅井　英世 組織変更 現存
     号ボナール辻川１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283920-06747 中川クリニック 〒558-0033 06-6673-7112中川　 司 中川　 司 平19. 6. 1循   呼   内  診療所
     大阪市住吉区清水丘二丁目２９番常　勤:    2 新規 小   アレ 現存
     １３号 (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284020-06754 医療法人寿甲会　李ク〒558-0004 06-6691-2020医療法人寿甲会　理事田中　鐘一 平19. 7. 1胃   呼   外  診療所
     リニック 大阪市住吉区長居東一丁目２７番常　勤:    1長　李　鍾甲 組織変更 リハ 現存
     １７号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284120-06762 医療法人メディコンフ〒558-0033 06-6671-5000医療法人メディコンフ中西　孝至 平19. 7. 1内   小   診療所
     ォート　中西クリニッ大阪市住吉区清水丘一丁目２５番常　勤:    2ォート　理事長　中西 組織変更 現存
     ク １２号 (医       2)　孝至 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284220-06796 南大阪医療生活協同組〒558-0031 06-6696-5250南大阪医療生活協同組中島　理 平20. 7. 1内   小   婦  診療所
     合　住吉民主診療所 大阪市住吉区沢之町一丁目３番１常　勤:    1合　代表理事　関根　 新規 アレ 放   現存
     ６号 (医       1)信次 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284320-06812 医療法人　岩本整形外〒558-0033 06-6675-6100医療法人岩本整形外科岩本　善介 平20.12. 1整外 リハ 診療所
     科 大阪市住吉区清水丘一丁目７番２常　勤:    1　理事長　岩本　善介 移転 現存
     号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284420-06846 こだまクリニック 〒558-0055 06-6627-9731児玉　昌身 児玉　昌身 平21. 2. 1内   診療所
     大阪市住吉区万代三丁目１２番５常　勤:    1 新規 現存
     号ハイムスタイン１０１ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 284520-06853 権藤診療所 〒558-0023 06-6692-3290権藤　純 権藤　純 平21. 1. 1一般         2診療所
     大阪市住吉区山之内二丁目８番１常　勤:    2 継承 内   放   婦  現存
     ４号 (医       2) 平27. 1. 1和漢 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284620-06879 森下麻酔科クリニック〒558-0023 06-6657-6772森下　誠治 森下　誠治 平21. 6. 1麻   診療所
     大阪市住吉区山之内一丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284720-06887 畑小児科 〒558-0003 06-6691-5919中　篤子 中　篤子 平21. 8. 1小   診療所
     大阪市住吉区長居三丁目９番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284820-06937 まえだ眼科 〒558-0004 06-6606-2220前田　政徳 前田　政徳 平22. 5. 1眼   診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号タケ＆ハルビル第１－３階(医       1) 平28. 5. 1
     ３０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284920-06952 かなこクリニック 〒558-0011 06-6608-5626立花　加奈子 立花　加奈子 平22. 8. 1心内 神内 精  診療所
     大阪市住吉区苅田五丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号Ｓビル５階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285020-06960 医療法人　光優会　西〒558-0031 06-6608-3777医療法人　光優会　理西村　利雄 平22. 7. 1内   リハ 診療所
     村クリニック 大阪市住吉区沢之町一丁目１番１常　勤:    1事長　西村　利雄 組織変更 現存
     ６号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285120-07000 坂口医院 〒558-0004 06-6690-2412坂口　好秀 坂口　好秀 平23. 7. 1内   循   診療所
     大阪市住吉区長居東４丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     １２号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285220-07018 医療法人　銀嶺会　土〒558-0015 06-6608-0119医療法人　銀嶺会　理土田　耕正 平23. 7. 1内   整外 リハ診療所
     田クリニック 大阪市住吉区我孫子西２丁目２番常　勤:    1事長　土田　耕正 組織変更 現存
     ２０号エスターブレ１階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285320-07034 医療法人祥風会　万代〒558-0055 06-7502-3916医療法人祥風会　理事奥村　典子 平23.12. 1内   整外 精  診療所
     池みどりクリニック 大阪市住吉区万代３丁目６番２３常　勤:    2長　上田　澤子 新規 現存
     号１階 (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
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 285420-07059 医療法人　慶秋会　あ〒558-0047 06-6674-8000医療法人　慶秋会　理秋山　慶太 平24. 1. 1内   呼   アレ診療所
     きやまクリニック 大阪市住吉区千躰２丁目２番９号常　勤:    1事長　秋山　慶太 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285520-07067 医療法人カメリア　帝〒558-0053 06-6690-0710医療法人カメリア　理上間　武 平24. 7. 1心内 神内 精  診療所
     塚山椿館クリニック 大阪市住吉区帝塚山中三丁目５番常　勤:    1事長　上間　武 組織変更 現存
     １１号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285620-07083 多田耳鼻咽喉科医院 〒558-0033 06-6671-1058多田　直樹 多田　直樹 平25. 4. 2耳い 診療所
     大阪市住吉区清水丘２－２３－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285720-07109 医療法人　いわがき内〒558-0013 06-6616-7081医療法人　いわがき内岩垣　明隆 平25. 7. 1内   呼   アレ診療所
     科クリニック 大阪市住吉区我孫子東１丁目１番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２９号ドムール長居南館１階 (医       1)　岩垣　明隆 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285820-07117 医療法人　幸嘉会　も〒558-0003 06-6990-0337医療法人　幸嘉会　理森　匡史 平25. 7. 1内   小   外  診療所
     りファミリークリニッ大阪市住吉区長居二丁目１１番１常　勤:    1事長　森　匡史 組織変更 放   リハ 現存
     ク ５号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285920-07125 医療法人　博愛会　こ〒558-0051 06-4701-8600医療法人　博愛会　理乾　達哉 平25.11. 1心内 精   内  診療所
     ころクリニック 大阪市住吉区東粉浜三丁目２７番常　勤:    2事長　乾　達哉 新規 現存
     ９号１Ｆ (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286020-07133 医療法人　雅会　南野〒558-0013 06-4700-3387医療法人　雅会　理事南野　雅之 平26. 1. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市住吉区我孫子東３丁目１番常　勤:    1長　南野　雅之 組織変更 現存
     ３号３階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286120-07141 医療法人　中川会　な〒558-0013 06-6616-7765医療法人　中川会　理中川　宏之 平26. 1. 1内   外   消  診療所
     かがわクリニック 大阪市住吉区我孫子東二丁目３番常　勤:    1事長　中川　宏之 組織変更 こう リハ 現存
     ２号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286220-07158 ハートこころのクリニ〒558-0004 06-6115-7837坂谷　昇平 坂谷　昇平 平26. 3. 1心内 精   診療所
     ック 大阪市住吉区長居東４丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２パークサイド南栄ビル　２０５(医       1) 平26. 3. 1
     号室 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286320-07174 泌尿器科まるやまクリ〒558-0051 06-6676-2333丸山　琢雄 丸山　琢雄 平26. 5. 1ひ   診療所
     ニック 大阪市住吉区東粉浜三丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     １３号チエロ・マレ東粉浜Ⅰ　１(医       1) 平26. 5. 1
     階
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 286420-07182 にしじま内科・小児科〒558-0011 06-6609-8181西島　孝裕 西島　孝裕 平26. 4. 1内   循   小  診療所
     大阪市住吉区苅田１－１－１４ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286520-07190 高岡クリニック 〒558-0001 06-6608-2400高岡　俊雄 高岡　俊雄 平26. 4. 1内   診療所
     大阪市住吉区大領４丁目２番１０常　勤:    1 継承 現存
     号エトワールホダカ１階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286620-07208 タナカクリニック 〒558-0011 06-6696-8755田中　好男 田中　好男 平26. 6. 1内   消   眼  診療所
     大阪市住吉区苅田３丁目９番５号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286720-07216 医療法人翔寿会　こん〒558-0013 06-6690-5353医療法人翔寿会　理事建道　壽敎 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     どう整形外科クリニッ大阪市住吉区我孫子東２丁目４番常　勤:    1長　建道　壽敎 組織変更 現存
     ク ２９号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286820-07232 かねはら内科クリニッ〒558-0011 06-6696-8282金原　信孝 金原　信孝 平27.10. 1内   診療所
     ク 大阪市住吉区苅田９丁目１５－７常　勤:    1 新規 現存
     パークス１Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286920-07240 月山クリニック 〒558-0003 06-4700-3366月山　国明 月山　国明 平27.12. 1整外 リハ 診療所
     大阪市住吉区長居３丁目８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287020-07257 医療法人きらら会　き〒558-0002 06-6608-5811医療法人きらら会　理白川　武志 平28. 1. 1内   診療所
     ららクリニック 大阪市住吉区長居西２丁目１４－常　勤:    1事長　白川　武志 移転 現存
     １５ＡＲＣＯ　ＲＯＳＡ　１０１(医       1) 平28. 1. 1
     号 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287120-07265 医療法人　こどもクリ〒558-0011 06-6697-4801医療法人こどもクリニ森　保彦 平28. 1. 1小   診療所
     ニック森 大阪市住吉区苅田三丁目６番３号常　勤:    1ック森　理事長　森　 組織変更 現存
     パールヒルズニシオ１階 (医       1)保彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287220-07273 医療法人上野会　上野〒558-0004 06-6609-1650医療法人上野会　理事上野　正勝 平28. 3.17外   整外 小  診療所
     会クリニック 大阪市住吉区長居東四丁目２１番常　勤:    2長　上野　正勝 移転 こう 気食 消  現存
     ２６号 (医       2) 平28. 3.17リハ 麻   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 287320-07281 あびこ内科外科大橋ク〒558-0011 06-6655-1122大橋　一夫 大橋　一夫 平28.10. 1内   外   消  診療所
     リニック 大阪市住吉区苅田７丁目６番２８常　勤:    1 新規 アレ こう 現存
     号第１ユニオンハイツ１０３ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287420-07299 さらたにクリニック 〒558-0051 06-6673-3000更谷　優子 更谷　優子 平28.11. 1内   消   外  診療所
     大阪市住吉区東粉浜２丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287520-07307 たけだコドモクリニッ〒558-0054 06-6606-8115武田　泰輔 武田　泰輔 平28.11. 1小   アレ 診療所
     ク 大阪市住吉区帝塚山東２丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １４号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287620-07315 はしもとメンタルクリ〒558-0004 06-6115-7030橋元　優人 橋元　優人 平29. 3. 1心内 精   診療所
     ニック 大阪市住吉区長居東４丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号タケ＆ハルビル第１　７０(医       1) 平29. 3. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287720-07323 南里眼科 〒558-0011 06-6696-8732南里　勇 南里　勇 平29. 4. 1眼   診療所
     大阪市住吉区苅田９丁目１５番２常　勤:    1 新規 現存
     ６号ロイヤルメゾン東和１Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287820-07331 ふくだレディースクリ〒558-0001 06-6699-1239福田　洋 福田　洋 平29. 4. 1産婦 内   診療所
     ニック 大阪市住吉区大領５丁目４番２３常　勤:    1 新規 現存
     号グレース住吉１０１号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287920-07349 医療法人　やべ形成外〒558-0011 06-6627-9151医療法人やべ形成外科矢部　哲司 平29. 3. 1形外 美外 皮  診療所
     科クリニック 大阪市住吉区苅田五丁目１３番７常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)矢部　哲司 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288020-07356 のり眼科 〒558-0015 06-6695-1155青木　優典 青木　優典 平29. 5. 1眼   小   診療所
     大阪市住吉区我孫子西２丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号ロイヤルあびこ１Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288120-07364 やまとメンタルクリニ〒558-0004 06-6655-0262和田　大和 和田　大和 平29. 7. 1精   心内 診療所
     ック 大阪市住吉区長居東４丁目４－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ペリドット長居公園１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288220-07372 さくメンタルクリニッ〒558-0013 06-6691-3399作田　泰章 作田　泰章 平29. 9. 1心内 精   小  診療所
     ク 大阪市住吉区我孫子東２丁４番２常　勤:    1 新規 現存
     ５号ホーミングスタジオビル５階(医       1) 平29. 9. 1
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 288320-07380 医療法人桜正会　まえ〒558-0013 06-4700-8800医療法人桜正会　理事前坊　義正 平29. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     ぼう内科クリニック 大阪市住吉区我孫子東二丁目８番常　勤:    1長　前坊　義正 組織変更 現存
     ２７号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288420-07398 医療法人惠晴会　わた〒558-0056 06-6609-6633医療法人惠晴会　理事渡部　安晴 平29. 9. 1脳外 神内 小外診療所
     べクリニック 大阪市住吉区万代東一丁目４番１常　勤:    2長　渡部　安晴 組織変更 リハ 現存
     ２号 (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288520-07406 坪倉クリニック 〒558-0041 06-6695-0556坪倉　知生 坪倉　知生 平29.12. 1心内 神   精  診療所
     大阪市住吉区南住吉一丁目４番７常　勤:    1 新規 現存
     号メディカルセンター長居３階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288620-07414 たかおか眼科クリニッ〒558-0041 06-6608-1000髙岡　源 髙岡　源 平29.12. 1眼   診療所
     ク 大阪市住吉区南住吉１丁目４番７常　勤:    1 新規 現存
     号メディカルセンター長居２階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288720-07422 よしみ耳鼻咽喉科 〒558-0041 06-6607-4133木村　淑美 木村　淑美 平29.12. 1耳い 診療所
     大阪市住吉区南住吉１丁目４番７常　勤:    1 新規 現存
     号メディカルセンター長居１階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288820-07430 長居良風クリニック 〒558-0001 06-4703-5247中　眞砂士 中　眞砂士 平30. 3. 1内   透析 診療所
     大阪市住吉区大領４丁目７番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288922-00449 山口医院 〒544-0001 06-6751-6864山口　不二男 山口　不二男 昭32.10. 1内   外   ひ  診療所
     大阪市生野区新今里一丁目４番３常　勤:    1 新規 こう 現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289022-01405 原田医院 〒544-0003 06-6754-0704原田　清 原田　清 昭32.10. 1眼   内   診療所
     大阪市生野区小路東三丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     １３号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289122-02262 生野診療所 〒544-0023 06-6741-2343植木　澄子 植木　澄子 昭34. 2. 1内   眼   診療所
     大阪市生野区林寺二丁目９番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289222-03005 山鳥医院 〒544-0024 06-6716-1109山鳥　賢一 山鳥　賢一 昭38. 6. 1内   小   診療所
     大阪市生野区生野西三丁目１番３常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 289322-03773 谷本医院 〒544-0004 06-6752-5505谷本　 造 谷本　 造 昭46. 2. 1内   外   整外診療所
     大阪市生野区巽北三丁目１６番３常　勤:    1 移転 皮   リハ 放  現存
     号　　　　　　　 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289422-04011 医療法人同仁会　松崎〒544-0001 06-6753-0255医療法人同仁会　理事木村　元英 昭50. 2. 1一般       113病院
     病院 大阪市生野区新今里七丁目４番８常　勤:    2長　松﨑　高 組織変更 内   消   循  現存
     号 (医       2) 平29. 2. 1外   こう 整外
     非常勤:   52 リハ ひ   皮  
     (医      52) 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289522-04201 吉村医院 〒544-0034 06-6717-0987吉村　巽 吉村　巽 昭53. 7. 1内   皮   診療所
     大阪市生野区桃谷二丁目１８番３常　勤:    1 移転 現存
     ３号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289622-04235 医療法人同友会　共和〒544-0021 06-6718-2221医療法人同友会　理事辺　秀俊 昭53. 8.21一般       108病院
     病院 大阪市生野区勝山南四丁目１６番常　勤:   12長　辺　秀俊 新規 療養       103現存
     １０号 (医      12) 平29. 8.21内   外   呼  
     非常勤:   31 消   循   神内
     (医      31) 小   整外 ひ  
     皮   こう 精  
     脳外 放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289722-04250 寺中医院 〒544-0034 06-6715-0022寺中　邦和 寺中　邦和 昭54. 1. 1内   呼   胃  診療所
     大阪市生野区桃谷一丁目１３番９常　勤:    1 新規 循   小   外  現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1整外 皮   ひ  
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289822-04300 前田皮フ科 〒544-0023 06-6714-8264前田　慶子 前田　慶子 昭54. 4. 1皮   ひ   診療所
     大阪市生野区林寺二丁目２３－１常　勤:    2 新規 現存
     ５ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289922-04433 上原医院 〒544-0001 06-6754-3501上原　正臣 上原　正臣 昭56. 2. 1婦   内   診療所
     大阪市生野区新今里三丁目２番２常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290022-04458 医療法人貴和会　生野〒544-0005 06-6751-3731医療法人貴和会　理事金城　都博 昭56. 4. 1一般        60病院
     中央病院 大阪市生野区中川五丁目４番２号常　勤:    6長　金城　都博 組織変更 療養        88現存
     (医       6) 平29. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   11 耳い 消   こう
     (医      11) 循   皮   ひ  
     麻   放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 290122-04508 東海医院 〒544-0034 06(6712)0228東海　一龍 東海　一龍 昭57. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市生野区桃谷３－７－２４ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290222-04516 医療法人育和会　育和〒544-0004 06-6758-8000医療法人　育和会　理山住　俊晃 昭57. 5. 1一般       265病院
     会記念病院 大阪市生野区巽北三丁目２０番２常　勤:   48事長　山住　俊晃 新規 内   呼   消  現存
     ９号 (医      48) 平30. 5. 1循   外   整外
     非常勤:   46 脳外 婦   リハ
     (医      46) 放   皮   こう
     ひ   アレ 麻  
     神内 リウ 形外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290322-04557 大楠病院 〒544-0022 06-6712-0271大楠　善彦 大楠　善彦 昭58. 2. 1療養        45病院
     大阪市生野区舎利寺二丁目１０番常　勤:    1 継承 内   小   循  現存
     １４号 (医       1) 平28. 2. 1消   リハ 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290422-04565 医療法人朝日会　朝日〒544-0025 06-6718-1161医療法人朝日会　理事笠　正明 昭58. 8. 1療養        45病院
     生野病院 大阪市生野区生野東三丁目３番２常　勤:    2長　黒田　隆也 新規 介護        96現存
     ３号 (医       2) 平28. 8. 1内   リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290522-04607 髙橋診療所 〒544-0031 06-6717-7700髙橋　秀夫 髙橋　秀夫 昭59.10. 1内   循   小  診療所
     大阪市生野区鶴橋三丁目７番１４常　勤:    1 新規 放   現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290622-04615 小倉医院 〒544-0003 06-6751-6178小倉　恭子 小倉　恭子 昭59. 8.23内   循   呼  診療所
     大阪市生野区小路東三丁目１番２常　勤:    1 継承 現存
     ８号 (医       1) 平29. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290722-04649 浦岡小児科 〒544-0006 06-6754-0511浦岡　善英 浦岡　善英 昭60. 9. 1小   アレ 内  診療所
     大阪市生野区中川東二丁目１３番常　勤:    2 新規 現存
     １７号 (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290822-04664 岸田内科 〒544-0003 06(6751)3500岸田　泰弘 岸田　泰弘 昭60.12. 1内   消   循  診療所
     大阪市生野区小路東一丁目３番２常　勤:    1 新規 呼   小   精  現存
     ６号岸田振興ビル２階 (医       1) 平27.12. 1アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
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 290922-04730 正木クリニック 〒544-0034 06-6741-5546正木　初美 正木　初美 昭61.11. 1一般    診療所
     大阪市生野区桃谷二丁目１８番９常　勤:    1 継承 内   リハ 現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291022-04771 医療法人つづく　都竹〒544-0001 06-6754-0333医療法人つづく　理事都竹　理 昭62. 4. 1一般        10診療所
     産婦人科医院 大阪市生野区新今里五丁目２番１常　勤:    1長　都竹　理 組織変更 産婦 内   小  現存
     ０号 (医       1) 平29. 4. 1心内 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291122-04847 宗元整形外科 〒544-0006 06(6757)7077宋　景泰 宋　景泰 昭63. 1. 1内   外   整外診療所
     大阪市生野区中川東二丁目１８番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２０号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291222-04896 医療法人　第一医院 〒544-0033 06(6716)0562医療法人第一医院　理韓　成珍 昭63. 7. 1内   小   外  診療所
     大阪市生野区勝山北五丁目１８番常　勤:    1事長　韓　成珍 組織変更 整外 リハ 放  現存
     ９号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291322-04946 医療法人康仁会　鶴橋〒544-0031 06-6731-2579医療法人康仁会鶴橋中吉田　憲治 昭64. 1. 1内   整外 皮  診療所
     中央診療所 大阪市生野区鶴橋二丁目１６番７常　勤:    3央診療所　理事長　大 組織変更 リハ リウ 放  現存
     号 (医       3)原　尚子 平28. 1. 1消   
     非常勤:    2 ０８消化器内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291422-04953 医療法人愛隣会　パク〒544-0005 06-6752-4567医療法人愛隣会　理事朴　忠勇 昭64. 1. 1内   小   リハ診療所
     クリニック 大阪市生野区中川三丁目５番２号常　勤:    1長　朴　忠勇 組織変更 放   現存
     ジョイフルマンション１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291522-04961 医療法人　長田診療所〒544-0011 06-6754-1473医療法人長田診療所　長田　恒俊 昭64. 1. 1内   小   リハ診療所
     大阪市生野区田島四丁目６番１８常　勤:    1理事長　長田　恒俊 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291622-04979 医療法人山室会　西川〒544-0005 06-6751-4102医療法人山室会　理事西川　雄之助 昭64. 1. 1一般        10診療所
     診療所 大阪市生野区中川二丁目９番３２常　勤:    1長　西川　雄之助 組織変更 内   小   放  現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1循   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291722-04995 松岡クリニック 〒544-0012 06-6758-3347松岡　修二 松岡　修二 平元. 5. 1内   外   整外診療所
     大阪市生野区巽西一丁目２番１２常　勤:    1 新規 こう リハ 放  現存
     号橋本ビル１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 291822-05000 医療法人　有沢医院 〒544-0013 06-6758-1154医療法人有沢医院　理有澤　健司 昭56. 1. 1内   診療所
     大阪市生野区巽中二丁目４番１９常　勤:    1事長　有澤　健司 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291922-05026 医療法人　広石耳鼻咽〒544-0002 06-6752-1248医療法人広石耳鼻咽喉廣石　卓司 昭53.11. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市生野区小路二丁目２０番１常　勤:    2科　理事長　廣石　卓 移転 現存
     ７号 (医       2)司 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292022-05034 医療法人　藤田眼科 〒544-0015 06-6751-6171医療法人藤田眼科　理藤田　秀樹 昭62. 8. 1眼   診療所
     大阪市生野区巽南三丁目１８番２常　勤:    1事長　藤田　秀樹 新規 現存
     ８号南巽グリーンマンションザス(医       1) 平28. 7. 1
     クエア１階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292122-05042 医療法人谷山会　誠医〒544-0034 06-6731-0139医療法人谷山会　理事谷山　誠賢 平元. 7. 1内   胃   外  診療所
     院 大阪市生野区桃谷三丁目９番１０常　勤:    1長　谷山　誠賢 組織変更 リハ 循   現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292222-05083 医療法人　杉村内科ク〒544-0003 06-6751-0643医療法人杉村内科クリ杉村　圭一 平 2. 7. 1内   循   診療所
     リニック 大阪市生野区小路東三丁目３番７常　勤:    1ニック　理事長　杉村 組織変更 現存
     号 (医       1)　圭一 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292322-05117 医療法人山川クリニッ〒544-0022 06-6715-0123医療法人山川クリニッ山川　純至 平 2. 7. 1耳い 診療所
     ク　山川耳鼻咽喉科 大阪市生野区舎利寺三丁目８番３常　勤:    1ク　理事長　山川　純 組織変更 現存
     号 (医       1)至 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292422-05133 池田診療所 〒544-0021 06-6716-0291池田　達夫 池田　達夫 平 2. 5.25皮   ひ   診療所
     大阪市生野区勝山南四丁目１番５常　勤:    1 継承 休止
     号 (医       1) 平29. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292522-05158 医療法人　木佐貫整形〒544-0005 06(6751)4322医療法人木佐貫整形外木佐貫　一成 平 3. 1. 1整外 外   内  診療所
     外科 大阪市生野区中川四丁目２番２１常　勤:    2科　理事長　木佐貫　 組織変更 リハ リウ 皮  現存
     号 (医       2)一成 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 292622-05174 藤上産婦人科クリニッ〒544-0021 06(6717)6033藤上　文隆 藤上　文隆 平 3. 1. 1一般         4診療所
     ク 大阪市生野区勝山南四丁目２番２常　勤:    1 継承 産婦 内   現存
     ３号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292722-05224 医療法人山室会　山室〒544-0005 06(6751)5066医療法人山室会　理事西川　潤子 平 3. 5. 1一般         8診療所
     会眼科 大阪市生野区中川２丁目６番２０常　勤:    1長　西川　雄之助 新規 眼   現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292822-05257 医療法人　中村クリニ〒544-0013 06(6752)3100医療法人中村クリニッ中村　徹 平 3. 7. 1脳外 整外 外  診療所
     ック 大阪市生野区巽中二丁目２２番１常　勤:    1ク　理事長　中村　徹 組織変更 内   リハ 現存
     ３号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292922-05273 医療法人　松本診療所〒544-0033 06-6718-1845医療法人松本診療所　馬渕　享子 平 3. 7. 1眼   診療所
     　まつもと眼科 大阪市生野区勝山北五丁目２０番常　勤:    3理事長　松本　好子 組織変更 現存
     ２０号 (医       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293022-05281 池島胃腸科内科クリニ〒544-0022 06(6715)3530池島　重太 池島　重太 平 3. 8. 1胃   内   放  診療所
     ック 大阪市生野区舎利寺三丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293122-05315 医療法人白百合会　白〒544-0001 06-6753-2201医療法人白百合会　理森安　秀樹 平 4. 3. 1内   神内 呼  診療所
     百合診療所 大阪市生野区新今里四丁目３番４常　勤:    1事長　吉間　英雄 新規 消   循   小  現存
     号 (医       1) 平28. 3. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293222-05331 医療法人　協同診療所〒544-0003 06-6752-5075医療法人協同診療所　稲次　征人 平 4. 7. 1内   整外 皮  診療所
     大阪市生野区小路東四丁目６番２常　勤:    2理事長　稲次　征人 組織変更 ひ   外   こう現存
     ７号 (医       2) 平28. 7. 1リハ 放   神内
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293322-05349 医療法人　呉診療所 〒544-0011 06-6754-0611医療法人呉診療所　理呉　成徹 平 4. 7. 1内   呼   循  診療所
     大阪市生野区田島一丁目１２番１常　勤:    1事長　呉　成徹 組織変更 消   外   リハ現存
     ４号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293422-05364 井上医院 〒544-0001 06-6752-3305井上　哲 井上　哲 平 4.10.22内   小   診療所
     大阪市生野区新今里四丁目１番８常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 293522-05380 医療法人光臨会　奥野〒544-0011 06-6751-5269医療法人光臨会　理事奥野　光茂 平 5. 1. 1一般         3診療所
     クリニック 大阪市生野区田島四丁目６番１６常　勤:    1長　奥野　光茂 組織変更 婦   皮   ひ  現存
     号長田ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293622-05398 医療法人　杉本医院 〒544-0034 06-6716-4910医療法人杉本医院　理飯山　基 平 5. 1. 1内   循   診療所
     大阪市生野区桃谷二丁目２１番１常　勤:    2事長　杉本　泰造 組織変更 内科、循環器内現存
     ８号 (医       2) 平29. 1. 1科、糖尿病内科
     非常勤:    1 、老年科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293722-05406 医療法人アエバ会　ア〒544-0021 06-6715-0771医療法人アエバ会　理草野　孝文 平 5. 1. 1一般        77病院
     エバ外科病院 大阪市生野区勝山南四丁目６番５常　勤:    7事長　草野　孝文 継承 外   整外 脳外現存
     号 (医       7) 平29. 1. 1リハ 放   
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293822-05463 髙橋医院 〒544-0006 06-6751-5613髙橋　精一 髙橋　精一 平 5.10.13内   外   整外診療所
     大阪市生野区中川東一丁目３番１常　勤:    1 継承 リハ 現存
     ２号 (医       1) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293922-05471 医療法人　佐久間医院〒544-0023 06-6716-2023医療法人佐久間医院　佐久間　裕之 平 6. 1. 1内   小   放  診療所
     大阪市生野区林寺二丁目１５番４常　勤:    1理事長　佐久間　裕之 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294022-05513 医療法人　小豆澤医院〒544-0021 06-6731-7338医療法人小豆澤医院　小豆澤　秀夫 平 6. 7. 1内   小   診療所
     大阪市生野区勝山南一丁目２１番常　勤:    2理事長　理事長　小豆 組織変更 現存
     ７号 (医       1)澤　秀夫 平24. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294122-05521 医療法人医星会　呂眼〒544-0004 06(6751)0572医療法人医星会　理事斉藤　秀明 平 6. 7. 1眼   診療所
     科医院 大阪市生野区巽北３－１４－１７常　勤:    1長　斉藤　秀明 組織変更 現存
     　コーポ矢柄１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294222-05539 藤堂クリニック 〒544-0033 06-6717-5171藤堂　徹一郎 藤堂　徹一郎 平 6. 8. 1内   胃   外  診療所
     大阪市生野区勝山北２－６－２１常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294322-05554 生野病院 〒544-0032 06-6712-3451寺中　邦和 德山　勲 平 6. 7. 1一般        90病院
     大阪市生野区中川西三丁目４番７常　勤:    2 継承 内   リハ 放  現存
     号 (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 294422-05570 医療法人宮松会　宮川〒544-0031 06-6731-2255医療法人宮松会　理事宮川　松剛 平 7. 1. 1内   循   胃  診療所
     内科医院 大阪市生野区鶴橋五丁目２１番７常　勤:    1長　宮川　松剛 組織変更 呼   現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294522-05596 あらき医院 〒544-0034 06-6717-4381新木　英薫 新木　英薫 平 7. 4. 1内   リハ 診療所
     大阪市生野区桃谷二丁目２６番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294622-05604 特別養護老人ホーム瑞〒544-0014 06-6758-0088社会福祉法人　慶生会前川　悠樹 平 7. 4. 1内   整外 精  診療所
     光苑診療所 大阪市生野区巽東四丁目１１番１常　勤:    1　理事長　永井　正美 新規 現存
     ０号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294722-05638 医療法人　小路東宮本〒544-0003 06-6752-4114医療法人　小路東宮本宮本　峯豪 平 7. 7. 1外   内   整外診療所
     診療所 大阪市生野区小路東二丁目５番３常　勤:    1診療所　理事長　宮本 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1)　峯豪 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294822-05646 濱口医院 〒544-0025 06-6731-1943濵口　保武 濵口　保武 平 7. 8. 1循   内   小  診療所
     大阪市生野区生野東二丁目６番５常　勤:    1 継承 リハ 現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294922-05661 医療法人　望月医院 〒544-0022 06-6715-0215医療法人望月医院　理望月　與弘 平 8. 1. 1整外 内   リハ診療所
     大阪市生野区舎利寺一丁目５番２常　勤:    1事長　望月　與弘 組織変更 放   現存
     ２号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295022-05679 医療法人穂翔会　村田〒544-0011 06-6757-0011医療法人穂翔会　理事村田　高穂 平 8. 1. 1一般        70病院
     病院 大阪市生野区田島四丁目２番１号常　勤:    8長　村田　高穂 組織変更 脳外 外   整外現存
     (医       8) 平29. 1. 1内   小   循  
     非常勤:   17 リハ 放   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295122-05687 医療法人相生会　相生〒544-0024 06-6731-0201医療法人相生会　理事清水　泰夫 平 8. 1. 1一般        44病院
     病院 大阪市生野区生野西三丁目２番５常　勤:    4長　中村　陽一 組織変更 療養        56現存
     号 (医       4) 平29. 1. 1内   消   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 295222-05695 清水整形外科 〒544-0013 06-6752-3800清水　孝修 清水　孝修 平 8. 5. 1整外 リハ 診療所
     大阪市生野区巽中四丁目１１番６常　勤:    1 新規 現存
     号フルラーレ１階 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295322-05703 医療法人　黒岡医院 〒544-0001 06-6757-2306医療法人　黒岡医院　黒岡　京浩 平 8. 4. 1内   診療所
     大阪市生野区新今里七丁目１０番常　勤:    1理事長　黒岡　京浩 移転 現存
     １５号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295422-05752 医療法人豊旺会　啓生〒544-0011 06-6758-3301医療法人　豊旺会　理向坂　隆 平 8.10. 1一般        50病院
     病院 大阪市生野区田島六丁目４番１号常　勤:    3事長　島田　千秋 組織変更 内   麻   リハ療養病床
     (医       3) 平29.10. 1放   整外 現存
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295522-05778 医療法人芥川会　芥川〒544-0021 06-6712-1023医療法人　芥川会　理芥川　公昭 平 8.10. 1一般        10病院
     病院 大阪市生野区勝山南四丁目４番１常　勤:    2事長　芥川　博紀 組織変更 療養        40療養病床
     ８号 (医       2) 平29.10. 1内   整外 リハ現存
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295622-05802 医療法人　吉栄会　吉〒544-0002 06-6752-7867医療法人　吉栄会　理福原　龍太郎 平 9. 1. 1一般        29病院
     栄会病院 大阪市生野区小路二丁目１４番５常　勤:    4事長　福原　龍太郎 組織変更 療養        32現存
     号 (医       4) 平30. 1. 1内   外   整外
     非常勤:    2 消   リハ 放  
     (医       2) 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295722-05828 こどもクリニック久保〒544-0032 06-6731-7722久保　馨 久保　馨 平 9. 6. 1小   内   診療所
     医院 大阪市生野区中川西二丁目１番１常　勤:    2 継承 現存
     ７号 (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295822-05836 医療法人明香会　やす〒544-0015 06-6758-5511医療法人明香会　理事安成　春美 平 9. 7. 1内   消   小  診療所
     なりみどり診療所 大阪市生野区巽南三丁目７番８号常　勤:    2長　安成　春美 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295922-05844 医療法人　たまき耳鼻〒544-0001 06-6751-9191医療法人たまき耳鼻咽玉城　晶子 平10. 1. 1耳い 診療所
     咽喉科 大阪市生野区新今里二丁目６番２常　勤:    1喉科　理事長　玉城　 組織変更 現存
     ４号 (医       1)晶子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 296022-05851 医療法人雁金会　松本〒544-0034 06-6731-3830医療法人雁金会　理事松本　圭 平10. 1. 1内   小   診療所
     医院 大阪市生野区桃谷二丁目１９番２常　勤:    1長　松本　圭 組織変更 現存
     ０号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296122-05885 中川医院 〒544-0031 06-6741-7530中川　俊太郎 中川　俊太郎 平10. 4. 1内   循   呼  診療所
     大阪市生野区鶴橋一丁目６番２６常　勤:    1 新規 リウ 消   整外現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296222-05893 特別養護老人ホームイ〒544-0013 06-6756-5200社会福祉法人　久栄会原　省吾 平10. 4. 1内   整外 皮  診療所
     ンパレスみのり苑付設大阪市生野区巽中三丁目１４番３常　勤:    1　理事長　岩﨑　久直 新規 現存
     診療所 号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296322-05927 社会福祉法人愛生会　〒544-0033 06-6716-1199社会福祉法人愛生会　山鳥　賢一 平10. 5. 1内   小   診療所
     あじさいの里診療所 大阪市生野区勝山北三丁目１３番常　勤:    2理事長　山鳥　賢一 新規 現存
     ２０号 (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296422-05943 文クリニック 〒544-0013 06-6755-3880文　正夫 文　正夫 平10. 8. 1脳外 リハ 放  診療所
     大阪市生野区巽中四丁目１９番１常　勤:    1 新規 内   現存
     ０号３階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296522-05950 宮永クリニック 〒544-0013 06-6755-3877宮永　武章 宮永　武章 平10. 8. 1内   消   循  診療所
     大阪市生野区巽中四丁目１９番１常　勤:    1 新規 ひ   現存
     ０号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296622-05992 藤井医院 〒544-0023 06-6777-0222藤井　敬三 藤井　敬三 平11. 1. 1胃   外   放  診療所
     大阪市生野区林寺四丁目２番３２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296722-06008 阪上医院 〒544-0003 06-6753-6923阪上　吉秀 阪上　吉秀 平11. 1.18内   胃   循  診療所
     大阪市生野区小路東三丁目１３番常　勤:    2 継承 消   放   現存
     ２９号 (医       2) 平29. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296822-06016 社会福祉法人　クロー〒544-0001 06-6755-1165社会福祉法人　クロー椋田　亨 平11. 5. 1内   小   診療所
     バー会診療所 大阪市生野区新今里四丁目１１番常　勤:    1バー会　理事長　椋田 新規 現存
     １７号 (医       1)　亨 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 296922-06024 椋田医院 〒544-0001 06-6754-1611椋田　亨 椋田　亨 平11. 4.10産婦 小   内  診療所
     大阪市生野区新今里四丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     １４号 (医       1) 平29. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297022-06032 伊達医院 〒544-0014 06-6758-3501伊達　宗広 伊達　宗広 平11. 6. 1内   小   診療所
     大阪市生野区巽東二丁目９番１号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297122-06040 医療法人優春会　たか〒544-0002 06-6755-3535医療法人　優春会　理髙山　優 平11. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     やま整形外科 大阪市生野区小路二丁目２６番２常　勤:    1事長　髙山　優 組織変更 現存
     号オーナーズマンション小路１階(医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297222-06065 ひらたクリニック 〒544-0011 06-6758-5151平田　徳豪 平田　徳豪 平11.11. 1内   胃   こう診療所
     大阪市生野区田島二丁目２番２５常　勤:    1 新規 外   整外 リハ現存
     号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297322-06073 医療法人　清原皮膚科〒544-0021 06-6716-5111医療法人　清原皮膚科清原　忠彦 平12. 1. 1内   皮   アレ診療所
     大阪市生野区勝山南三丁目１５番常　勤:    2　理事長　清原　忠彦 組織変更 ひ   外   現存
     １３号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297422-06107 社会福祉法人　三秀會〒544-0015 06-6752-1339社会福祉法人　三秀會谷山　誠賢 平12. 3. 1内   精   整外診療所
     　甍診療所 大阪市生野区巽南三丁目７番３０常　勤:    1　理事長　出口　秀作 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297522-06115 社会福祉法人　藤光会〒544-0015 06-6758-8111社会福祉法人　藤光会兪　明徳 平12. 4. 1内   呼内 循  診療所
     　金の鈴診療所 大阪市生野区巽南三丁目５番２５常　勤:    2　理事長　康本　智栄 新規 消   精   現存
     号 (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297622-06149 綿谷整形外科クリニッ〒544-0033 06-6711-7788綿谷　勝博 綿谷　勝博 平12. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 大阪市生野区勝山北二丁目４番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297722-06156 医療法人　大江内科 〒544-0013 06-6758-2085医療法人　大江内科　大江　洋史 平12. 8. 1内   小   循  診療所
     大阪市生野区巽中一丁目２１番１常　勤:    1理事長　大江　洋史 その他 消   現存
     ８号２階 (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 297822-06172 生活協同組合ヘルスコ〒544-0023 06-6711-3711生活協同組合ヘルスコ三谷　武 平12.12. 1内   ひ   歯  診療所
     (22-66172 ) ープおおさか　田島診大阪市生野区林寺五丁目１２番１常　勤:    4ープおおさか　理事長 移転 小歯 現存
     療所 ８号 (医       1)　水野　俊和 平24.12. 1
     (歯       3)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297922-06180 医療法人仁神会　井神〒544-0014 06-6757-1346医療法人仁神会　理事井神　仁 平13. 1. 1内   小   放  診療所
     クリニック 大阪市生野区巽東二丁目５番３１常　勤:    1長　井神　仁 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298022-06214 湯川医院 〒544-0004 06-6757-3214湯川　芳彦 湯川　芳彦 平13. 3. 1内   小   リハ診療所
     大阪市生野区巽北三丁目１４番２常　勤:    1 移転 放   現存
     ３号 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298122-06248 医療法人　りょうクリ〒544-0013 06-6753-3577医療法人　りょうクリ山西　隆章 平13. 5. 1内   消   小  診療所
     ニック 大阪市生野区巽中一丁目２３番６常　勤:    2ニック　理事長　梁　 移転 外   現存
     号シェルブラン１階 (医       2)昌 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298222-06255 医療法人　いわもと整〒544-0033 06-6716-2737医療法人　いわもと整岩本　斗伸 平13. 7. 1整外 外   リハ診療所
     形外科 大阪市生野区勝山北五丁目１番１常　勤:    1形外科　理事長　岩本 組織変更 リウ 現存
     ２号 (医       1)　斗伸 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298322-06263 医療法人　白崎整形外〒544-0001 06-6751-7028医療法人　白崎整形外白崎　信己 平13. 7. 1内   整外 リハ診療所
     科内科 大阪市生野区新今里一丁目１８番常　勤:    1科内科　理事長　白崎 組織変更 リウ 現存
     ２２号 (医       1)　信己 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298422-06289 孫クリニック 〒544-0031 06-6717-5050孫　永煥 孫　永煥 平13.11. 1内   外   胃  診療所
     大阪市生野区鶴橋一丁目３番８号常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298522-06339 峯クリニック 〒544-0003 06-6758-2082峯　孝子 峯　孝子 平14. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市生野区小路東五丁目７番２常　勤:    1 新規 内   現存
     ２号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298622-06370 医療法人桓心会　夫整〒544-0033 06-6711-2852医療法人桓心会　夫整夫　俊彦 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科 大阪市生野区勝山北二丁目１１番常　勤:    1形外科　理事長　夫　 組織変更 現存
     ２７号 (医       1)俊彦 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 298722-06412 池田耳鼻咽喉科 〒544-0034 06-6731-4187池田　進 池田　進 平15. 3. 1耳い アレ 診療所
     大阪市生野区桃谷五丁目４番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298822-06420 医療法人敬仁会　今里〒544-0015 06-6752-7531医療法人敬仁会　理事由井　三郎 平15. 2. 1一般       120病院
     胃腸病院 大阪市生野区巽南三丁目１９番３常　勤:    7長　栗田　加織 移転 内   消   胃  現存
     号 (医       7) 平27. 2. 1外   整外 こう
     非常勤:   35 リハ 放   眼  
     (医      35) ひ   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298922-06438 三毛医院 〒544-0033 06-6717-4844三毛　紀夫 三毛　紀夫 平15. 3. 1皮   診療所
     大阪市生野区勝山北二丁目４番１常　勤:    2 継承 休止
     ７号 (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299022-06446 社会福祉法人　光音会〒544-0013 06-6753-1147社会福祉法人　光音会藤井　良一 平15. 5. 1内   診療所
     　巽さくらら苑診療所大阪市生野区巽中一丁目５番８号常　勤:    1　理事長　中村　勝 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299122-06461 南波クリニック 〒544-0023 06-6712-7257南波　哲也 南波　哲也 平15. 9. 1内   胃   診療所
     大阪市生野区林寺一丁目４番６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299222-06479 ほしの耳鼻咽喉科 〒544-0013 06-6754-6610星野　隆英 星野　隆英 平15.10. 1耳い 診療所
     大阪市生野区巽中四丁目１９番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299322-06487 医療法人豊旺会　腹見〒544-0003 06-6752-6121医療法人豊旺会　理事坂　實 平15. 8. 1一般        40病院
     病院 大阪市生野区小路東四丁目１３番常　勤:    3長　島田　千秋 組織変更 内   リハ 現存
     ２２号 (医       3) 平27. 8. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299422-06495 ほうげん内科医院 〒544-0002 06-6755-7081金　 源 金　 源 平15.11. 1内   消   診療所
     大阪市生野区小路二丁目２７番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299522-06503 塚本医院 〒544-0024 06-6718-8080鈴木　浩 鈴木　浩 平15.11. 1循   内   診療所
     大阪市生野区生野西四丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   331 頁

 299622-06511 医療法人鴻尚会　西牧〒544-0001 06-6758-5871医療法人鴻尚会　理事四維　隆盛 平16. 4. 1内   小   皮  診療所
     医院 大阪市生野区新今里五丁目１番４常　勤:    1長　西牧　弘行 新規 アレ 放   リハ現存
     号　１Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299722-06537 医療法人御幸会　御幸〒544-0034 06-6717-6789医療法人御幸会　理事金　幸元 平16. 7. 1内   小   リハ診療所
     森キムクリニック 大阪市生野区桃谷四丁目５番１３常　勤:    1長　金　幸元 組織変更 放   現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299822-06552 たかえクリニック 〒544-0011 06-6755-6755松岡　孝枝 松岡　孝枝 平16.10. 1胃   内   放  診療所
     大阪市生野区田島四丁目１１番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299922-06578 医療法人仁善会　田中〒544-0024 06-6711-3770医療法人仁善会　理事田中　善 平17. 1. 1内   循   リハ診療所
     クリニック 大阪市生野区生野西二丁目３番８常　勤:    1長　田中　善 組織変更 アレ 現存
     号電気館ビル１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300022-06586 医療法人京眼会　とお〒544-0003 06-6751-1068医療法人京眼会　理事安達　徹 平17. 1. 1眼   診療所
     る眼科 大阪市生野区小路東一丁目２１番常　勤:    1長　安達　徹 組織変更 現存
     １３号カーサノベンタ１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300122-06610 医療法人　葛西医院 〒544-0003 06-6751-6078医療法人葛西医院　理小林　將秀 平18. 1. 1外   内   診療所
     大阪市生野区小路東六丁目４番２常　勤:    1事長　小林　將秀 組織変更 現存
     ０号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300222-06628 宮本医院 〒544-0001 06-6752-9070宮本　隆 宮本　隆 平18. 6. 1外   内   麻  診療所
     大阪市生野区新今里三丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300322-06636 安田クリニック 〒544-0004 06-6756-8663安田　隆志 安田　隆志 平18. 7. 1内   循   診療所
     大阪市生野区巽北一丁目２２番６常　勤:    1 新規 現存
     号クリスタルハイツ紫光１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300422-06644 医療法人　アエバ会　〒544-0021 06-6715-0251医療法人　アエバ会　久志本　弘 平18. 7. 1外   整外 脳外診療所
     アエバ会診療所 大阪市生野区勝山南四丁目１６番常　勤:    2理事長　草野　孝文 新規 リハ 現存
     ４３号 (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 300522-06651 医療法人　のぞみ会　〒544-0011 06-6758-1631医療法人　のぞみ会　鄒　博馨 平18. 8. 1一般        60病院
     新大阪病院 大阪市生野区田島一丁目１６番６常　勤:    4理事長　鄒　博馨 組織変更 療養       145現存
     号 (医       4) 平24. 8. 1内   外   整外
     非常勤:   17 リハ 循   消  
     (医      17) 放   ひ   皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300622-06669 医療法人　金沢クリニ〒544-0015 06-4306-1110医療法人金沢クリニッ金沢　学秀 平19. 1. 1内   胃   こう診療所
     ック 大阪市生野区巽南一丁目１２番５常　勤:    1ク　理事長　金沢　学 組織変更 外   皮   リハ現存
     号アイビーフラット１階 (医       1)秀 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300722-06677 医療法人　田中診療所〒544-0031 06-6731-5828医療法人田中診療所　田中　祥裕 平19. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市生野区鶴橋四丁目７番９号常　勤:    1理事長　田中　祥裕 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300822-06693 寿幸苑診療所 〒544-0023 06-6714-2221社会福祉法人浪速松楓濵口　保司 平19. 4. 1内   診療所
     大阪市生野区林寺四丁目１３番１常　勤:    1会　理事長　鯉谷　英 新規 現存
     ４号 (医       1)介 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300922-06701 井上医院 〒544-0013 06-6758-2851井上　正昭 井上　正昭 平19. 4. 1内   小   放  診療所
     大阪市生野区巽中三丁目２０番１常　勤:    1 継承 現存
     ８号 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301022-06719 東田クリニック 〒544-0015 06-6792-3033東田　庸 東田　庸 平19. 4. 1内   整外 放  診療所
     大阪市生野区巽南五丁目２番４１常　勤:    1 継承 リハ 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301122-06727 医療法人　久正会　畠〒544-0023 06-6715-3355医療法人久正会　理事畠中　剛久 平19. 7. 1脳外 内   外  診療所
     中クリニック 大阪市生野区林寺三丁目１４番３常　勤:    2長　畠中　剛久 組織変更 整外 リハ 現存
     ２号 (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301222-06735 医療法人和佑会　西村〒544-0013 06-6758-0408医療法人和佑会　理事西村　秀行 平19. 7. 1内   消   皮  診療所
     クリニック 大阪市生野区巽中一丁目２０番４常　勤:    1長　西村　秀行 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301322-06768 医療法人　弘善会　弘〒544-0011 06-6756-8687医療法人弘善会　理事伊藤　章 平20. 2. 1外   内   胃  診療所
     善会クリニック 大阪市生野区田島五丁目２３番３常　勤:    3長　矢木　崇善 新規 整外 リハ 放  現存
     ９号 (医       3) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 301422-06776 今里ハートクリニック〒544-0005 06-6752-0110根耒　伸治 根耒　伸治 平20. 3. 1一般        15診療所
     大阪市生野区中川一丁目１番１４常　勤:    1 新規 循   内   現存
     号 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301522-06784 医療法人敬仁会　今里〒544-0001 06-6752-1011医療法人敬仁会　理事仁志川　美貴子 平20.11. 1内   外   眼  診療所
     胃腸病院附属診療所 大阪市生野区新今里六丁目５番５常　勤:    1長　栗田　加織 移転 現存
     号 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301622-06818 医療法人聖徳会　勝山〒544-0033 06-6711-5353医療法人聖徳会　理事呉　海 平21. 6. 1内   消   循  診療所
     北クリニック 大阪市生野区勝山北五丁目１２番常　勤:    2長　呉　海 新規 呼内 リハ 精  現存
     ３８号 (医       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301722-06826 こう内科クリニック 〒544-0033 06-6715-7101髙　成勲 髙　成勲 平21. 6. 1内   診療所
     大阪市生野区勝山北二丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301822-06834 医療法人　仁真会　北〒544-0004 06-6754-3010医療法人　仁真会　理寺田　隆久 平21. 8. 3内   ひ   診療所
     巽白鷺クリニック 大阪市生野区巽北三丁目１６番２常　勤:    2事長　山川　智之 移転 現存
     ８号 (医       2) 平27. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301922-06842 しあわせクリニック 〒544-0024 06-6711-2525成林　葉子 成林　葉子 平21. 9. 1内   消   診療所
     大阪市生野区生野西二丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号寺田町田中ビル１階 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302022-06875 高島クリニック 〒544-0003 06-6753-7722高島　美奈 高島　美奈 平22. 4. 1心内 精   診療所
     大阪市生野区小路東一丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号樫本ビル２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302122-06891 河合診療所 〒544-0023 06-6713-0057河合　正行 河合　正行 平22. 9. 1内   呼   アレ診療所
     大阪市生野区林寺二丁目２４番２常　勤:    2 継承 小   現存
     ２号 (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302222-06925 ウヤマ・イマムラ医院〒544-0005 06-6753-1471山中　知佳 山中　知佳 平23. 2. 1皮   内   診療所
     大阪市生野区中川５－５－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
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 302322-06941 奥野内科クリニック 〒544-0024 06-6777-1281奥野　泰久 奥野　泰久 平24. 5. 7内   診療所
     大阪市生野区生野西２丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302422-06958 医療法人　大江整形外〒544-0013 06-6758-5550医療法人大江整形外科大江　久之 平24. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     科 大阪市生野区巽中１丁目２１番１常　勤:    1　理事長　大江　久之 組織変更 現存
     ８号１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302522-06966 医療法人　憲樹　橋本〒544-0013 06-6755-1533医療法人　憲樹　理事橋本　和也 平24. 7. 1耳い 診療所
     クリニックみみはなの大阪市生野区巽中二丁目２５番２常　勤:    1長　橋本　和也 組織変更 現存
     ど ８号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302622-07006 医療法人社団日翔会　〒544-0015 06-6791-7800医療法人社団日翔会　中谷　正 平24.11. 1一般        45病院
     生野愛和病院 大阪市生野区巽南５丁目７番６４常　勤:    5理事長　渡邊　克哉 組織変更 療養        48現存
     号 (医       5) 平24.11. 1内   外   リハ
     非常勤:   30 放   透析 消  
     (医      29) 整外 精   皮  
     (歯       1) 神内 
     内科、腎臓内科
     、人工透析内科
     、消化器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302722-07014 たかお眼科 〒544-0023 06-6711-0861山上　高生 山上　高生 平25. 2. 1眼   診療所
     大阪市生野区林寺５丁目７番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302822-07048 大柳こどもクリニック〒544-0022 06-6712-2060大柳　玲嬉 大柳　玲嬉 平25.10. 1小   診療所
     大阪市生野区舎利寺２丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302922-07055 医療法人　春信会　長〒544-0034 06-6711-2208医療法人　春信会　理長谷川　典男 平26. 1. 1内   診療所
     谷川医院 大阪市生野区桃谷２丁目５番２５常　勤:    1事長　長谷川　典男 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303022-07063 医療法人　くぼたこど〒544-0033 06-7894-1100医療法人　くぼたこど久保田　恵巳 平26. 1. 1小   アレ 診療所
     もクリニック 大阪市生野区勝山北２丁目６番１常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     ８号 (医       1)　久保田　恵巳 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303122-07089 医療法人祐星会　桃ク〒544-0033 06-6711-5537医療法人祐星会　理事後藤　克子 平26. 7. 1内   整外 リハ診療所
     リニック 大阪市生野区勝山北一丁目１８番常　勤:    1長　後藤　克子 組織変更 皮   精   外  現存
     １４号 (医       1) 平26. 7. 1他   
     非常勤:    3 ５９緩和ケア科
     (医       3)
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 303222-07097 医療法人　康耳鼻咽喉〒544-0011 06-6751-4000医療法人　康耳鼻咽喉康　勲 平26.10.14耳い 診療所
     科 大阪市生野区田島５丁目６番１５常　勤:    1科　理事長　康　勲 移転 現存
     号 (医       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303322-07105 医療法人さつき会　き〒544-0014 06-6757-5109医療法人さつき会　理川尻　三枝 平27. 1. 1小   アレ 診療所
     ららこどもクリニック大阪市生野区巽東一丁目２番１４常　勤:    1事長　川尻　三枝 組織変更 現存
     号ウイングヒルズ１０２号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303422-07113 社会福祉法人基弘会　〒544-0015 06-6753-2211社会福祉法人基弘会　志水　秀郎 平27. 4. 1内   整外 リハ診療所
     ｃｏｃｏｎａｒａ巽ク大阪市生野区巽南３丁目４番２５常　勤:    2理事長　川西　良子 新規 精   現存
     リニック 号ｃｏｃｏｎａｒａ巽１階 (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303522-07121 医療法人　さの内科医〒544-0002 06-6754-2024医療法人さの内科医院佐野　徹明 平27. 7. 1内   診療所
     院 大阪市生野区小路２丁目２８番２常　勤:    1　理事長　佐野　徹明 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303622-07139 医療法人　大谷眼科ク〒544-0034 06-6718-8600医療法人大谷眼科クリ大谷　寛成 平27. 7. 1眼   診療所
     リニック 大阪市生野区桃谷３丁目６番５号常　勤:    1ニック　理事長　大谷 組織変更 現存
     (医       1)　寛成 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303722-07154 医療法人菜の花会　菜〒544-0033 06-6716-7087医療法人菜の花会　理山寺　慎一 平28. 1. 1内   小   神内診療所
     の花診療所 大阪市生野区勝山北２丁目１１番常　勤:    2事長　山寺　慎一 移転 現存
     ２２号 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303822-07162 医療法人　にんクリニ〒544-0013 06-6756-8806医療法人にんクリニッ任　哲佑 平28. 1. 1外   胃   内  診療所
     ック 大阪市生野区巽中一丁目２１番３常　勤:    1ク　理事長　任　哲佑 組織変更 こう リハ 現存
     ２号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303922-07170 医療法人　つつみ眼科〒544-0024 06-6716-1223医療法人つつみ眼科　堤　武文 平28. 9. 1眼   診療所
     大阪市生野区生野西四丁目２１番常　勤:    1理事長　堤　武文 組織変更 現存
     １０号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304022-07188 医療法人　李クリニッ〒544-0001 06-6751-0558医療法人李クリニック李　在都 平28.10. 1外   内   整外診療所
     ク 大阪市生野区新今里二丁目３番２常　勤:    1　理事長　李　在都 移転 リハ こう 現存
     ６号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304122-07204 医療法人　かみづる眼〒544-0023 06-6741-2525医療法人かみづる眼科上水流　広史 平29. 3. 1眼   診療所
     科 大阪市生野区林寺一丁目３番１３常　勤:    2　理事長　上水流　広 移転 現存
     号 (医       2)史 平29. 3. 1
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 304222-07212 医療法人真山会　山口〒544-0011 06-6224-4747医療法人真山会　理事山口　真 平29. 3. 1眼   診療所
     眼科 大阪市生野区田島六丁目６番１７常　勤:    1長　山口　真 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304322-07220 ゆきおかクリニック 〒544-0034 06-6718-3939行岡　慶介 行岡　慶介 平29. 4. 1一般         1診療所
     大阪市生野区桃谷二丁目１７番１常　勤:    2 継承 内   産婦 麻  現存
     ８号 (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304422-07238 木本内科医院 〒544-0024 06-7509-1865木本　誠 木本　誠 平29. 6. 1内   診療所
     大阪市生野区生野西３丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304522-07246 医療法人幸人会　田島〒544-0011 06-6758-9910医療法人幸人会　理事射手矢　侑大 平29. 7. 1内   整外 皮  診療所
     クリニック 大阪市生野区田島５丁目５番３１常　勤:    1長　射手矢　侑大 移転 小   現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304622-07253 医療法人ナチュラル内〒544-0023 06-6710-3044医療法人ナチュラル内安田　勝弘 平30. 1. 1麻   内   和漢診療所
     科クリニック　ナチュ大阪市生野区林寺６丁目２番１５常　勤:    2科クリニック　理事長 新規 現存
     ラルクリニック 号 (医       2)　安田　勝弘 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304722-07261 医療法人愛隼会　隼ク〒544-0033 06-6711-6230医療法人愛隼会　理事上地　正雄 平30. 2. 1内   精   診療所
     リニック 大阪市生野区勝山北４丁目１４番常　勤:    1長　上地　正雄 新規 現存
     ２２号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304822-07279 医療法人味木会　味木〒544-0005 06-6753-1523医療法人味木会　理事味木　浩 平30. 3. 1一般        16診療所
     クリニック 大阪市生野区中川六丁目９番２３常　勤:    1長　味木　浩 組織変更 内   呼内 循  現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1消   神内 放  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304922-07287 社会福祉法人かおる会〒544-0025 06-6741-1500社会福祉法人かおる会木本　誠 平30. 5. 1内   診療所
     　おがわ苑診療所 大阪市生野区生野東３丁目１番５常　勤:    1　理事長　植木　澄子 新規 現存
     １号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305022-07295 医療法人光愛会　ひか〒544-0031 06-6741-8000医療法人光愛会　理事有本　進 平30. 5. 1精   心内 診療所
     りえクリニック 大阪市生野区鶴橋二丁目１８番１常　勤:    1長　有本　進 継承 現存
     ０号エイティエイトビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 305123-01874 寺村医院 〒545-0033 06-6651-1595寺村　一秀 寺村　一秀 昭32.12. 8内   小   ひ  診療所
     大阪市阿倍野区相生通二丁目１０常　勤:    1 皮   放   現存
     番３号 (医       1) 平29.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305223-02898 伊藤医院 〒545-0023 06-6621-6018伊藤　一男 伊藤　一男 昭39. 6. 1内   小   診療所
     大阪市阿倍野区王子町三丁目１３常　勤:    1 現存
     番４号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305323-03136 医療法人柏蔭会　柏原〒545-0036 06-6622-1161医療法人柏蔭会　理事柏原　紀美 昭43. 7. 1産   婦   内  診療所
     医院 大阪市阿倍野区万代一丁目６番１常　勤:    1長　柏原　紀美 現存
     ６号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305423-03532 小川内科 〒545-0021 06-6621-7713小川　修 小川　修 昭48.10. 1内   小   放  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町４－４－４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305523-03664 柚木医院 〒545-0034 06-6622-2262柚木　達男 柚木　達男 昭51. 4. 1内   小   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野元町５番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305623-03797 亭島整形外科 〒545-0021 06-6624-0854亭島　増彦 亭島　増彦 昭53. 3. 1整外 リハ 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町二丁目２番常　勤:    1 現存
     ２４号沼田ビル１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305723-04068 頼經クリニック 〒545-0053 06(6624)1066頼經　元 頼經　元 昭57. 1. 1内   リハ 放  診療所
     大阪市阿倍野区松崎町４－５－３常　勤:    1 現存
     ２－Ｂ１０１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305823-04126 医療法人相愛会　相原〒545-0052 06-6633-3661医療法人相愛会　理事竹内　一秀 昭58. 9. 1一般       154病院
     第二病院 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１常　勤:   14長　相原　宏司 新規 療養        44現存
     ２番１０号 (医      11) 平28. 9. 1内   呼内 消  
     (薬       3) 循   外   整外
     非常勤:   48 リウ ひ   リハ
     (医      47) 放   透析 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305923-04308 医療法人　河島医院 〒545-0011 06-6629-2110医療法人河島医院　理河島　祥彦 昭62. 7. 1内   消   外  診療所
     大阪市阿倍野区昭和町二丁目１番常　勤:    1事長　河島　祥彦 放   現存
     ２４号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 306023-04381 医療法人健友会　帝塚〒545-0037 06-6651-4331医療法人健友会　理事鈴木　敦子 昭63. 9. 1療養       100病院
     山病院 大阪市阿倍野区帝塚山一丁目１２常　勤:    2長　大屋　登史子 新規 内   整外 リウ現存
     番１１号 (医       2) 平24. 9. 1リハ 放   
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306123-04399 医療法人　小坂田医院〒545-0011 06-6628-8760医療法人小坂田医院　小坂田　誉志夫 昭64. 1. 1耳い 診療所
     大阪市阿倍野区昭和町三丁目７番常　勤:    1理事長　小坂田　誉志 現存
     ２６号 (医       1)夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306223-04407 医療法人俊徳会　整形〒545-0034 06-6622-3710医療法人俊徳会　理事湊　康行 昭64. 1. 1一般    診療所
     外科みなとクリニック大阪市阿倍野区阿倍野元町２番１常　勤:    2長　湊　康行 整外 リハ リウ現存
     ０号 (医       2) 平28. 1. 1内   外   皮  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306323-04464 医療法人道意会　長谷〒545-0053 06-6621-5580医療法人道意会　理事長谷川　玄 昭53.11.12内   循   診療所
     川医院 大阪市阿倍野区松崎町二丁目１番常　勤:    1長　長谷川　玄 現存
     ２０号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306423-04514 医療法人清雄会　竹林〒545-0052 06-6621-5506医療法人清雄会　理事竹林　匡史 平 2. 1. 1内   リウ 診療所
     医院 大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目４常　勤:    1長　竹林　匡史 現存
     番１号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306523-04530 医療法人　松田クリニ〒545-0053 06-6624-2851医療法人松田クリニッ松田　康秀 平 2. 1. 1精   内   心内診療所
     ック 大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番常　勤:    3ク　理事長　松田　康 神   現存
     ６０号 (医       3)秀 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306623-04548 医療法人博寿会　横田〒545-0011 06-6622-1700医療法人博寿会　理事横田　博志 平 2. 1. 1内   消   循  診療所
     医院 大阪市阿倍野区昭和町一丁目１９常　勤:    1長　横田　博志 小   外   整外現存
     番２８号 (医       1) 平29. 1. 1皮   リハ 放  
     こう アレ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306723-04563 小松クリニック 〒545-0023 06-6622-3258小松　輝夫 小松　輝夫 平元.12. 1外   整外 内  診療所
     大阪市阿倍野区王子町一丁目１０常　勤:    1 放   リハ 循  現存
     番２号 (医       1) 平28.12. 1呼   リウ アレ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 306823-04597 医療法人　杉本眼科 〒545-0021 06-6624-1985医療法人杉本眼科　理杦本　浩一 平 2. 7. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町二丁目２０常　勤:    2事長　杦本　浩一 現存
     番２２号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306923-04704 医療法人 〒545-0014 06-6691-0872 平 3. 1. 1内   放   皮  診療所
     大阪市阿倍野区西田辺町二丁目８常　勤:    2 現存
     番２号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307023-04712 医療法人　中井医院 〒545-0032 06-6661-3187医療法人中井医院　理都倉　康正 平 3. 1. 1一般         2診療所
     大阪市阿倍野区晴明通１１番７号常　勤:    1事長　都倉　康正 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307123-04720 医療法人　西川医院 〒545-0001 06(6714)5218医療法人西川医院　理西川　正博 平 3. 1. 1一般        10診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    2事長　西川　正博 産婦 内   小  現存
     １６番１０号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307223-04761 阿部クリニック 〒545-0053 06(6628)0870阿部　一清 阿部　一清 平 3. 3. 1内   神内 外  診療所
     大阪市阿倍野区松崎町２－１－４常　勤:    1 新規 整外 脳外 リハ現存
     ５日世ハイツ１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307323-04787 新宅医院 〒545-0052 06(6622)0178新宅　敬夫 新宅　敬夫 平 3. 4. 1内   小   放  診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目９常　勤:    1 新規 現存
     番２６号 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307423-04852 医療法人　池田医院 〒545-0011 06-6621-3453医療法人池田医院　理池田　一郎 平 4. 1. 1内   小   放  診療所
     大阪市阿倍野区昭和町五丁目１１常　勤:    1事長　池田　一郎 現存
     番１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307523-04910 徳山医院 〒545-0011 06-6628-2392徳山　卓史 徳山　卓史 平 4. 7. 1内   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町一丁目４番常　勤:    1 現存
     ３０号メゾンセラーム１０１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307623-04985 医療法人　大川医院 〒545-0021 06-6623-1512医療法人　大川医院　大川　敏久 平 5. 7. 1内   消   小  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町四丁目３番常　勤:    1理事長　大川　茂敏 現存
     １７号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307723-05016 医療法人　平山診療所〒545-0011 06-6622-3102医療法人平山診療所　平山　哲也 平 5. 8. 1内   小   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町三丁目１０常　勤:    2理事長　平山　哲也 現存
     番２０号 (医       2) 平29. 8. 1
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 307823-05057 川﨑耳鼻咽喉科 〒545-0014 06-6691-1458川﨑　薫 川﨑　薫 平 5.11. 1耳い 診療所
     大阪市阿倍野区西田辺町二丁目９常　勤:    1 現存
     番５号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307923-05065 医療法人　福壽會診療〒545-0042 06-6656-3700医療法人福壽會　理事池田　宏也 平 5.11. 1内   整外 診療所
     所 大阪市阿倍野区丸山通一丁目１番常　勤:    1長　吉田　博昭 現存
     ２号 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308023-05073 たえなか耳鼻咽喉科 〒545-0021 06-6621-1376妙中　啓子 妙中　啓子 平 5.12. 1耳い 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町一丁目３４常　勤:    1 現存
     番２号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308123-05099 田中耳鼻咽喉科 〒545-0052 06(6621)4133田中　昌子 田中　昌子 平 6. 1. 1耳い 診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目４常　勤:    2 現存
     番４５号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308223-05131 社会福祉法人育徳園　〒545-0001 06-6713-1165社会福祉法人　育徳園山片　芙美 平 6. 4. 1内   外   精  診療所
     いくとく診療所 大阪市阿倍野区天王寺町北３－１常　勤:    1　理事長　早川　良次 新規 現存
     ８－１６ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308323-05198 岡医院 〒545-0021 06-6622-4821岡　成樹 岡　成樹 平 6.12. 1内   小   胃  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目４１常　勤:    2 移転 循   現存
     番５号 (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308423-05230 医療法人　河診療所 〒545-0011 06-6629-6161医療法人　河診療所　河　正訓 平 7. 7. 1内   小   リハ診療所
     大阪市阿倍野区昭和町五丁目１１常　勤:    1理事長　河　正訓 組織変更 現存
     番１３号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308523-05248 医療法人　西口診療所〒545-0001 06-6719-2702医療法人　西口診療所西口　俊樹 平 7. 7. 1精   神   診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    2　理事長　西口　俊樹 組織変更 現存
     ３１番１０号 (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308623-05271 松井クリニック 〒545-0011 06-6627-7826松井　洋勝 松井　洋勝 平 7. 9. 1内   胃   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町三丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ３５号 (医       1) 平28. 9. 1
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 308723-05305 医療法人　山田医院 〒545-0023 06-6622-3166医療法人　山田医院　山田　良宏 平 7.12. 1外   内   小外診療所
     大阪市阿倍野区王子町二丁目１２常　勤:    1理事長　山田　良宏 移転 現存
     番１４号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308823-05354 牧浦眼科 〒545-0001 06-6713-7111牧浦　正直 牧浦　正直 平 8. 6. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北一丁目常　勤:    1 移転 現存
     １番９号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308923-05362 医療法人　医修会　秋〒545-0052 06-6633-9413医療法人　医修会　理松木　智子 平 9. 1. 1内   循   小  診療所
     田医院 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１常　勤:    2事長　松木　智子 組織変更 外   リハ 現存
     ２番２号アベノクオレ１１０号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309023-05453 ヒフ科クリニック下峠〒545-0021 06-6621-8765下峠　雅史 下峠　雅史 平 9. 6. 1皮   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町二丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２１号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309123-05461 医療法人平山診療所　〒545-0011 06-6624-6477医療法人平山診療所　平山　容子 平 9. 6. 1眼   診療所
     平山眼科 大阪市阿倍野区昭和町三丁目１０常　勤:    1理事長　平山　哲也 新規 現存
     番８号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309223-05479 医療法人青葉会　田中〒545-0021 06-6691-1064医療法人青葉会　理事田中　純一 平 9. 7. 1外   消   こう診療所
     外科医院 大阪市阿倍野区阪南町五丁目２４常　勤:    2長　田中　純一 組織変更 内   精   現存
     番２０号 (医       1) 平24. 7. 1消化器内科、肛
     (薬       1) 門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309323-05495 土肥クリニック 〒545-0003 06-6628-1333土肥　英樹 土肥　英樹 平10. 1. 1外   内   整外診療所
     大阪市阿倍野区美章園三丁目４番常　勤:    1 新規 リハ 皮   こう現存
     １７号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309423-05503 おおた皮ふ科 〒545-0037 06-6627-3311太田　敬治 太田　敬治 平10. 1. 1皮   アレ 診療所
     大阪市阿倍野区帝塚山一丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号ルドウ・レスパスＭ３６ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309523-05511 医療法人　久保田医院〒545-0001 06-6719-3277医療法人久保田医院　久保田　佳伸 平10. 1. 1内   循   小  診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目常　勤:    2理事長　久保田　佳伸 組織変更 リハ 現存
     ９番１８号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309623-05529 仲島クリニック 〒545-0051 06-6645-6030仲島　信也 仲島　信也 平10. 2. 1内   消   胃  診療所
     大阪市阿倍野区旭町二丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     －１３３号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309723-05545 河田医院 〒545-0001 06-6719-0381河田　泰彦 河田　泰彦 平10. 3. 1内   婦   リハ診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    2 継承 現存
     ４番２０号 (医       2) 平28. 3. 1
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 309823-05552 柳井整形外科クリニッ〒545-0011 06-6626-6300栁井　尚浩 栁井　尚浩 平10. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 大阪市阿倍野区昭和町一丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番２号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309923-05560 いたがねファミリーク〒545-0001 06-6713-0010板金　広 板金　広 平10. 8. 1内   循   小  診療所
     リニック 大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    2 新規 整外 現存
     １１番１４号 (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310023-05578 こころの診療所ハタク〒545-0053 06-6624-7266医療法人ハタクリニッ 平10. 7. 1精   神   内  診療所
     リニック 大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番常　勤:    2ク　理事長　秦　知世 移転 心内 現存
     ５号藤和シティスクエアあべの橋(医       2) 平28. 7. 1
     １階 非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310123-05586 桂医院 〒545-0021 06-6621-9100桂　賢 桂　賢 平10. 9. 1内   小   消  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町二丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番５号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310223-05685 医療法人　こじま眼科〒545-0053 06-6621-4508医療法人　こじま眼科小嶌　美惠子 平11. 7. 1眼   診療所
     クリニック 大阪市阿倍野区松崎町四丁目４番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２２号翡翠マンション１階 (医       1)小嶌　美惠子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310323-05727 医療法人　吉田医院 〒545-0034 06-6622-4709医療法人　吉田医院　吉田　明生 平12. 1. 1内   外   胃  診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野元町５番２常　勤:    1理事長　吉田　明生 組織変更 放   リハ 小  現存
     ２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310423-05750 潮見クリニック 〒545-0021 06-6627-3250潮見　満雄 潮見　満雄 平12. 7. 1内   消   小  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町一丁目３５常　勤:    1 継承 放   現存
     番８号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310523-05768 西浦クリニック 〒545-0013 06-6629-2226西浦　博 西浦　博 平12.10. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市阿倍野区長池町８番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310623-05776 大阪鉄道病院 〒545-0053 06-6628-2221西日本旅客鉄道株式会上田　祐二 平12.12. 1一般       303病院
     (23-65776 ) 大阪市阿倍野区松崎町一丁目２番常　勤:   54社　代表取締役　来島 移転 消   呼内 循  現存
     ２２号 (医      52)　達夫 平24.12. 1内   神内 皮  
     (歯       2) 放   外   呼外
     非常勤:   47 整外 リハ 婦  
     (医      47) 耳い 眼   精  
     ひ   歯外 病理
     麻   
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 310723-05784 医療法人　大谷診療所〒545-0003 06-6714-0148医療法人　大谷診療所大谷　英一 平13. 1. 1内   胃   皮  診療所
     大阪市阿倍野区美章園二丁目２番常　勤:    1　理事長　大谷　英一 組織変更 外   現存
     ５号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310823-05818 尾上眼科医院 〒545-0052 06-6627-0555尾上　晋吾 尾上　晋吾 平13. 3. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目３常　勤:    1 移転 現存
     番２５号 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310923-05826 いたがね整形外科 〒545-0022 06-6627-1010板金　寛昌 板金　寛昌 平13. 5. 1整外 内   リウ診療所
     大阪市阿倍野区播磨町一丁目２０常　勤:    1 新規 リハ 現存
     番１９号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311023-05867 みやたクリニック 〒545-0052 06-6635-0550宮田　啓 宮田　啓 平13. 8. 1心内 精   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番３１号アポロビル７階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311123-05875 やました内科 〒545-0032 06-6657-2557山下　直利 山下　直利 平13. 9. 1内   循   診療所
     大阪市阿倍野区晴明通５番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311223-05883 阿倍野診療所 〒545-0053 06-6626-3731社会福祉法人帝塚山福川上　園子 平13. 9. 1内   診療所
     大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番常　勤:    1祉会　理事長　藪本　 新規 現存
     １０号 (医       1)雅巳 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311323-05941 中川医院 〒545-0003 06-6622-1151中川　芳樹 中川　芳樹 平13.12.25内   整外 皮  診療所
     大阪市阿倍野区美章園一丁目１０常　勤:    2 移転 リハ 小   現存
     番１６号 (医       2) 平25.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311423-05966 医療法人心明会　レデ〒545-0052 06-6641-0981医療法人心明会　理事澤田　益臣 平14. 7. 1一般         3診療所
     ィースクリニックさわ大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５常　勤:    1長　澤田　益臣 組織変更 婦   内   現存
     だ 番１－１００号あべのルシアス１(医       1) 平26. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311523-05982 医療法人健永会　アベ〒545-0023 06-4399-3900医療法人健永会　理事上田　安代 平14. 8. 1心内 精   脳外診療所
     ノながいクリニック 大阪市阿倍野区王子町一丁目４番常　勤:    3長　永井　健司 新規 内   リハ 休止
     ２８号関西サイクルセンター１階(医       3) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311623-06014 やぶのクリニック 〒545-0021 06-6629-3061籔野　透 籔野　透 平14.10. 1外   脳外 小外診療所
     大阪市阿倍野区阪南町一丁目５０常　勤:    1 新規 神内 現存
     番２０号プレステル阪南１階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 311723-06048 医療法人　冨吉医院 〒545-0042 06-6651-4304医療法人冨吉医院　理冨吉　泰夫 平15. 1. 1内   小   診療所
     大阪市阿倍野区丸山通一丁目３番常　勤:    1事長　冨吉　泰夫 組織変更 現存
     ４６号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311823-06055 ふじわら眼科クリニッ〒545-0014 06-6692-8957藤原　輝明 藤原　輝明 平15. 2. 1眼   診療所
     ク 大阪市阿倍野区西田辺町一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ７番１号帝塚山クレバービル２階(医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311923-06063 中野医院 〒545-0034 06-6621-1238中野　晋吾 中野　晋吾 平15. 5. 1整外 内   リハ診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野元町１２番常　勤:    2 新規 現存
     １８号 (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312023-06089 医療法人恵登久会　越〒545-0011 06-6628-8501医療法人恵登久会　理松本　昌之 平15. 7. 1療養        39病院
     川病院 大阪市阿倍野区昭和町四丁目９番常　勤:    3事長　越川　惠 組織変更 内   消   リウ現存
     １号 (医       3) 平27. 7. 1皮   整外 外  
     非常勤:   10 リハ 
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312123-06105 うさみクリニック 〒545-0022 06-6626-6533宇佐美　建治 宇佐美　建治 平15.11. 1内   消   循  診療所
     大阪市阿倍野区播磨町一丁目１９常　勤:    1 新規 放   リハ 現存
     番９号さくら北畠１階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312223-06139 医療法人伯德会　伯耆〒545-0014 06-4700-3211医療法人伯德会　理事伯耆　德武 平16. 1. 1循   内   診療所
     循環器・内科クリニッ大阪市阿倍野区西田辺町一丁目１常　勤:    1長　伯耆　德武 組織変更 現存
     ク ７番１号クレバービル３階３０２(医       1) 平28. 1. 1
     号室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312323-06162 医療法人紫峰会　伊賀〒545-0053 06-6624-2466医療法人紫峰会　理事伊賀　千洋 平16. 7. 1内   外   整外診療所
     医院 大阪市阿倍野区松崎町三丁目１５常　勤:    1長　伊賀　千洋 組織変更 リハ 現存
     番１４号ジョイテル阿倍野１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312423-06170 はるウィメンズクリニ〒545-0051 06-6632-1157加藤　治子 加藤　治子 平16.11. 1産婦 診療所
     ック 大阪市阿倍野区旭町二丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号　１２３号室 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312523-06196 医療法人晃伸会　整形〒545-0001 06-6710-7011医療法人晃伸会　理事岡本　浩一 平16.10. 1整外 内   リハ診療所
     外科おかもとクリニッ大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    1長　岡本　浩一 移転 外   リウ 皮  現存
     ク １５番１０号 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 312623-06212 医療法人凉庵会　整形〒545-0021 06-6627-5511医療法人凉庵会　理事吉田　研二郎 平17. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     外科吉田クリニック 大阪市阿倍野区阪南町二丁目２０常　勤:    1長　吉田　研二郎 移転 現存
     番１６号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312723-06261 医療法人　高寿会　山〒545-0052 06-6621-3261医療法人　高寿会　理山本　文里 平17. 7. 1内   小   リハ診療所
     本内科小児科 大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目３常　勤:    1事長　山本　文里 組織変更 現存
     番２号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312823-06287 格谷皮膚科 〒545-0011 06-6623-2527格谷　敦子 格谷　敦子 平17.10. 1皮   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町一丁目３番常　勤:    1 新規 休止
     ２７号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312923-06295 韓泌尿器科 〒545-0011 06-4399-6954西原　榮新 西原　榮新 平17.11. 1ひ   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町一丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番２２号徳山ビル３０４ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313023-06303 愛田クリニック 〒545-0052 06-6651-8222愛田　良樹 愛田　良樹 平17.11. 1内   循   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番２号アベノサンガビル２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313123-06311 医療法人秀明会　吉田〒545-0035 06-6622-2511医療法人秀明会　理事吉田　雅子 平18. 1. 1眼   診療所
     眼科医院 大阪市阿倍野区北畠一丁目１０番常　勤:    2長　吉田　雅子 組織変更 現存
     ４号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313223-06329 医療法人仁生会　加藤〒545-0037 06-6654-1181医療法人仁生会　理事加藤　仁 平18. 1. 1内   胃   外  診療所
     クリニック 大阪市阿倍野区帝塚山一丁目２３常　勤:    2長　加藤　仁 組織変更 皮   放   現存
     番１４号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313323-06345 北畠診療所 〒545-0035 06-6623-0170河合　 夫 河合　 夫 平18. 1. 1内   診療所
     大阪市阿倍野区北畠一丁目１４番常　勤:    1 継承 現存
     ２６号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 313423-06360 大阪市立大学医学部附〒545-0051 06-6645-2851公立大学法人　大阪市平田　一人 平18. 4. 1一般       934特定機能
     (23-66360 ) 属病院 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７常　勤:  544立大学　理事長　荒川 組織変更 精神        38病院
     号 (医     541)　哲男 平30. 4. 1内   精   神内現存
     (歯       3) 小   外   整外
     非常勤:  584 形外 脳外 心外
     (医     583) 皮   ひ   産婦
     (歯       1) 眼   耳い 放  
     麻   呼内 消  
     循   リウ 呼外
     小外 病理 救命
     歯外 リハ 臨床
     内科：消化器、
     循環器、感染症
     、糖尿病・代謝
     、内分泌
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313523-06378 髙島内科クリニック 〒545-0003 06-6627-0005高島　隆 高島　隆 平18. 5. 1内   診療所
     大阪市阿倍野区美章園三丁目３番常　勤:    3 新規 現存
     ２号髙島ビル１階 (医       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313623-06386 おおまち眼科 〒545-0034 06-6622-5806大間知　典子 大間知　典子 平18. 5. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野元町６番７常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313723-06394 愛和こどもクリニック〒545-0053 06-6624-7612荒井　和子 荒井　和子 平18. 6. 1小   診療所
     大阪市阿倍野区松崎町二丁目９番常　勤:    1 移転 現存
     ２５号あべの壱番館１０４－１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313823-06402 しんとう整形外科・リ〒545-0052 06-6659-3478神藤　佳孝 神藤　佳孝 平18. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     ウマチクリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番２号アベノサンガビル１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313923-06410 さわクリニック 〒545-0021 06-4399-3811澤　禎徳 澤　禎徳 平18.12. 1内   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町四丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号ネオス１階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314023-06428 河島クリニック 〒545-0005 06-7503-9862河島　輝明 河島　輝明 平19. 1. 1内   消   放  診療所
     大阪市阿倍野区三明町一丁目３番常　勤:    2 継承 現存
     ２６号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 314123-06436 松村眼科 〒545-0052 06-6647-2052松村　一仁 松村　一仁 平19. 5. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番３１号アポロビル７階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314223-06444 メンタルクリニックお〒545-0052 06-6627-0303岡田　清 岡田　清 平19. 5. 1精   神   心内診療所
     かだ 大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番２９号ＡＩТビル　９階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314323-06477 医療法人　きたはらフ〒545-0001 06-6719-8833医療法人きたはらファ北原　光輝 平19. 7. 1内   ひ   精  診療所
     ァミリークリニック 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目常　勤:    2ミリークリニック　理 組織変更 皮   現存
     １１番４号　Ａ．Ｔビル２階 (医       2)事長　北原　光輝 平25. 7. 1
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314423-06485 医療法人　やまうちク〒545-0011 06-6628-0555医療法人やまうちクリ山内　眞治 平19. 9. 1心内 神内 神  診療所
     リニック 大阪市阿倍野区昭和町五丁目８番常　勤:    1ニック　理事長　山内 移転 精   内   現存
     １号 (医       1)　眞治 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314523-06493 医療法人明絢会　スズ〒545-0022 06-6625-0261医療法人　明絢会　理鈴木　敏夫 平19.10. 1内   皮   診療所
     キ診療所 大阪市阿倍野区播磨町一丁目２０常　勤:    1事長　鈴木　敏夫 移転 現存
     番２３号日商岩井帝塚山マンショ(医       1) 平25.10. 1
     ン１０２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314623-06501 寛和クリニック 〒545-0011 06-6180-6603諏訪　寛 諏訪　寛 平20. 2. 1内   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町二丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     番２４号佃ビル２階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314723-06535 医療法人　立花クリニ〒545-0011 06-6629-1000医療法人立花クリニッ立花　勇 平20. 4. 1形外 皮   内  診療所
     ック 大阪市阿倍野区昭和町一丁目２１常　勤:    1ク　理事長　立花　勇 移転 婦   リハ 現存
     番２２号徳山ビル４階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314823-06550 勇村医院 〒545-0021 06-6691-2021八木　啓子 八木　啓子 平20. 4. 1小   内   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５常　勤:    2 継承 現存
     番１７号 (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314923-06584 すずかけの木クリニッ〒545-0053 06-6626-2110奥川　帆麻 奥川　帆麻 平20. 9. 1外   内   診療所
     ク 大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ３７－１０４号 (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 315023-06592 たかまつこどもクリニ〒545-0021 06-6167-8901髙松　勇 髙松　勇 平20.10. 1小   アレ 診療所
     ック 大阪市阿倍野区阪南町一丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番６号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315123-06618 青空精神科・心療内科〒545-0011 06-6629-0671青山　洋 青山　洋 平20.12. 1精   心内 診療所
     大阪市阿倍野区昭和町一丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番２２号徳山ビル３０１ (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315223-06634 辻野診療所 〒545-0021 06-6621-9053辻野　正 辻野　正 平21. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目３２常　勤:    1 継承 現存
     番８号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315323-06642 康クリニック 〒545-0021 06-6622-6123康　純明 康　純明 平21. 5. 1内   外   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番３号グレースコートシーダーバ(医       1) 平27. 5. 1
     レーⅡ１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315423-06659 やはた内科クリニック〒545-0011 06-6624-3700八幡　尚之 八幡　尚之 平21. 6. 1内   消   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町一丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号メゾン・プルミエール１階(医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315523-06667 友田眼科 〒545-0052 06-6631-8039友田　 子 友田　 子 平21. 7. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２番２号あべのクオレ１０５号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315623-06675 あべの松井クリニック〒545-0052 06-6647-2223松井　英 松井　英 平21. 8. 1外   内   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番３１号あべのアポロビル５Ｆ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315723-06683 にしかわ在宅クリニッ〒545-0021 06-6699-5377西川　泰章 西川　泰章 平21. 9. 1内   皮   診療所
     ク 大阪市阿倍野区阪南町五丁目２３常　勤:    1 新規 現存
     番地１５号サワイビル４階４０１(医       1) 平27. 9. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315823-06691 医療法人喜新会　きた〒545-0023 06-6628-3011医療法人喜新会　理事喜多　貞夫 平21.12. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 大阪市阿倍野区王子町三丁目１２常　勤:    1長　喜多　貞夫 移転 現存
     番１１号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315923-06717 仲原クリニック 〒545-0014 06-6690-2525仲原　正明 仲原　正明 平22. 4. 1内   外   消  診療所
     大阪市阿倍野区西田辺町二丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番２１号ル　クレール鶴ケ丘１階(医       1) 平28. 4. 1
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 316023-06725 横田クリニック 〒545-0011 06-6624-7888横田　章 横田　章 平22. 4. 1内   リウ アレ診療所
     大阪市阿倍野区昭和町五丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １号光信第２ビル２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316123-06758 神田内科クリニック 〒545-0021 06-6694-0020川嶋　紋羽 川嶋　紋羽 平22.12. 1内   消   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町五丁目２１常　勤:    2 継承 現存
     番３号 (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316223-06766 井上医院 〒545-0035 06-6656-0006佐藤　圭子 佐藤　圭子 平23. 1.16眼   診療所
     大阪市阿倍野区北畠二丁目９番２常　勤:    1 継承 現存
     ９号 (医       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316323-06774 田中内科クリニック 〒545-0051 06-6646-1024田中　新二 田中　新二 平23. 5. 1内   診療所
     大阪市阿倍野区旭町１丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号ＫＫアドバンスビル３階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316423-06782 田中眼科 〒545-0052 06-6644-7001田中　恭子 田中　恭子 平23. 6. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６常　勤:    2 新規 現存
     番１号あべのマーケットパークキ(医       2) 平29. 6. 1
     ューズモール３階３０８
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316523-06790 ひろせクリニック 〒545-0011 06-6621-0111広瀬　真 広瀬　真 平23.11. 1循   内   リハ診療所
     大阪市阿倍野区昭和町１丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     －２２ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316623-06816 医療法人紅綾会　たか〒545-0053 06-6624-2226医療法人紅綾会　理事髙岩　眞理 平24. 1. 1眼   皮   診療所
     いわクリニック 大阪市阿倍野区松崎町一丁目２番常　勤:    1長　髙岩　眞理 組織変更 現存
     ８号天王寺都ホテル地下１階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316723-06824 医療法人丹比荘　あべ〒545-0051 06-6633-1765医療法人丹比荘　理事松田　保四 平24. 3. 1精   心内 診療所
     のメンタルクリニック大阪市阿倍野区旭町１丁目１番１常　勤:    1長　松田　保四 新規 現存
     ５号ＫＫアドバンスビル　４階・(医       1) 平30. 3. 1
     ５階 非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316823-06857 帝塚山リハビリテーシ〒545-0021 06-6622-4331医療法人　健友会　理多田羅　雄之 平24. 6. 1療養        59病院
     ョン病院 大阪市阿倍野区阪南町５丁目１５常　勤:    2事長　大屋　登史子 新規 リハ 現存
     番５号 (医       2) 平30. 6. 1
     非常勤:   32
     (医      32)
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 316923-06865 医療法人　徳靖会　昭〒545-0021 06-6623-8701医療法人　徳靖会　理中西　功 平24. 7. 1透析 内   診療所
     和町小尾クリニック 大阪市阿倍野区阪南町１丁目２８常　勤:    1事長　小尾　靖江 組織変更 人工透析内科、現存
     番４号　銀翠・小田ビル３・４階(医       1) 平24. 7. 1内科、腎臓内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317023-06873 医療法人　稲本眼科医〒545-0003 06-4399-1550医療法人　稲本眼科医稲本　裕一 平24. 7. 1眼   診療所
     院 大阪市阿倍野区美章園３丁目３番常　勤:    1院　理事長　稲本　裕 組織変更 現存
     １０号 (医       1)一 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317123-06881 石原医院 〒545-0021 06-6621-9616岩井　潤子 岩井　潤子 平24.10. 7内   小   ひ  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町２丁目１９常　勤:    2 継承 現存
     番２４号 (医       2) 平24.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317223-06899 相原アベノ診療所 〒545-0052 06-6632-6731医療法人　相愛会（社妹尾　博行 平24.12. 1ひ   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１常　勤:    2団）　理事長　相原　 移転 現存
     ２番２－１０６号あべのクオレ１(医       2)宏司 平24.12. 1
     階 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317323-06923 医療法人　やまぐち整〒545-0002 06-7894-1010医療法人　やまぐち整山口　博史 平25. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科クリニック 大阪市阿倍野区天王寺町南一丁目常　勤:    2形外科クリニック　理 組織変更 内   現存
     ６番１２号 (医       2)事長　山口　博史 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317423-06931 医療法人　厳誠会　中〒545-0052 06-4396-6264医療法人　厳誠会　理中川　敏彦 平25. 1. 1眼   内   診療所
     川クリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５常　勤:    1事長　中川　敏彦 組織変更 現存
     番３６号アベノセンタービル地下(医       1) 平25. 1. 1
     １階 非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317523-06949 医療法人　はぐくみ会〒545-0052 06-6627-0089医療法人はぐくみ会　伊藤　太一 平25. 6. 1小   アレ 内  診療所
     　あべのメディカルク大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目５常　勤:    2理事長　東出　崇 新規 現存
     リニック 番１７－１０１号 (医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317623-06956 たみや皮ふ科医院 〒545-0053 06-6627-4112田宮　久詩 田宮　久詩 平25.10. 1皮   アレ 診療所
     大阪市阿倍野区松崎町２丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     １２号アリスタ阿倍野松崎１０１(医       1) 平25.10. 1
     号室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 317723-06964 なかおかレディースク〒545-0021 06-4703-3180中岡　幸治 中岡　幸治 平25.11. 1婦   産   診療所
     リニック 大阪市阿倍野区阪南町１丁目５０常　勤:    1 新規 現存
     番１０号日栄ビル１階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317823-06972 石﨑眼科医院 〒543-8545 06-6624-6350石﨑　雅子 石﨑　雅子 平25.10.11眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    1 移転 現存
     ４３あべのハルカス近鉄本店ウイ(医       1) 平25.10.11
     ング館７階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317923-06980 医療法人　精信会　こ〒545-0053 06-6628-1666医療法人　精信会　理米田　信介 平26. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     めだ整形外科 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番常　勤:    1事長　米田　信介 組織変更 現存
     ８号天王寺都ホテル地下１階 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318023-06998 医療法人　小谷会　小〒545-0051 06-6556-9960医療法人　小谷会　理小谷　陣 平26. 1. 1内   消   心内診療所
     谷クリニック 大阪市阿倍野区旭町一丁目１番２常　勤:    1事長　小谷　陣 組織変更 精   現存
     ７号三洋ビル２・３階 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318123-07012 医療法人　坂本会　坂〒545-0051 06-6632-8735医療法人　坂本会　理坂本　平守 平26. 2. 1耳い 皮   小  診療所
     本クリニック 大阪市阿倍野区旭町一丁目１番１常　勤:    2事長　坂本　平守 移転 現存
     ０号竹澤ビル５階　１号室 (医       2) 平26. 2. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318223-07020 医療法人　坂本会　あ〒545-0052 06-6623-0730医療法人　坂本会　理望月　隆一 平26. 4. 1耳い 診療所
     べのハルカス坂本耳鼻大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１常　勤:    2事長　坂本　平守 新規 現存
     咽喉科 番４３号阿部野橋ターミナルビル(医       2) 平26. 4. 1
     ２２階 非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318323-07046 中島アレルギー・呼吸〒545-6022 06-6657-7701中島　宏和 中島　宏和 平26. 4. 1内   呼   アレ診療所
     器内科クリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ４３あべのハルカスメディカルプ(医       1) 平26. 4. 1
     ラザ２２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318423-07053 みなともクリニック 〒545-6022 06-6657-7775南　智久 南　智久 平26. 4. 1心内 精   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ４３あべのハルカス２２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 318523-07061 えすみリウマチ整形外〒545-6021 06-6628-8883重栖　孝 重栖　孝 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     科クリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ４３あべのハルカス２１階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318623-07079 大阪市立大学医学部附〒545-6090 06-6624-4010公立大学法人　大阪市福本　真也 平26. 4.14内   産   婦  診療所
     属病院　先端予防医療大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１常　勤:    6立大学　理事長　荒川 新規 皮   現存
     部附属クリニック　Ｍ番４３号あべのハルカス２１階 (医       6)　哲男 平26. 4.14
     ｅｄＣｉｔｙ２１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318723-07087 けいクリニック 〒545-6022 06-6622-1266藤原　けい 藤原　けい 平26. 4. 1皮   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    1 移転 現存
     ４３あべのハルカス２２階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318823-07095 金山内科クリニック 〒545-6022 06-6622-5300金山　良春 金山　良春 平26. 4. 1循   内   リウ診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    2 移転 現存
     ４３アベノハルカス２２階 (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318923-07103 山本クリニック 〒545-6022 06-6621-7010山本　啓介 山本　啓介 平26. 4. 1ひ   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    1 移転 現存
     ４３あべのハルカス２２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319023-07129 整形外科・内科しょう〒545-0023 06-7176-2327庄本　正人 庄本　正人 平26. 6. 1内   整外 リウ診療所
     もとクリニック 大阪市阿倍野区王子町３丁目６番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ８号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319123-07137 ハルカス川崎クリニッ〒545-6021 06-6623-0236川崎　寛 川崎　寛 平26. 6. 1心外 外   診療所
     ク 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ４３あべのハルカス２１階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319223-07152 金子耳鼻咽喉科 〒545-0021 06-4399-4133金子　敏彦 金子　敏彦 平26. 9. 1耳い アレ 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町２丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １８ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319323-07160 かとう整形外科リハビ〒545-0021 06-6616-7700加藤　勇司 加藤　勇司 平26.10. 1整外 リハ リウ診療所
     リｃｌｉｎｉｃ 大阪市阿倍野区阪南町５丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番２０号エムズスクエア西田辺 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319423-07178 医療法人平治会　ＳＡ〒545-0021 06-6622-0221医療法人平治会　理事桝田　充彦 平26.11. 1婦   診療所
     ＬＡレディースクリニ大阪市阿倍野区阪南町５丁目１７常　勤:    1長　 本　平嗣 新規 現存
     ック 番２０号エムズスクエア西田辺２(医       1) 平26.11. 1
     階 非常勤:    4
     (医       4)
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 319523-07186 医療法人桂誠会　ハル〒545-8545 06-6621-1234医療法人桂誠会東野ク和田　昭宏 平26.12. 1小   アレ 診療所
     カス東野こどもクリニ大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１常　勤:    1リニック　理事長　東 新規 現存
     ック 番４３号あべのハルカス２２階 (医       1)野　誠 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319623-07194 れいこ眼科クリニック〒545-6022 06-6655-0154杉本　麗子 杉本　麗子 平26.11.30眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１常　勤:    1 移転 現存
     番４３号あべのハルカス２２階 (医       1) 平26.11.30
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319723-07202 医療法人祐里会　かね〒545-0021 06-6657-6633医療法人祐里会　理事金子　徳寿 平27. 1. 1整外 リハ 診療所
     こ整形外科 大阪市阿倍野区阪南町３丁目１０常　勤:    1長　金子　徳寿 組織変更 現存
     番３号グレースコートシーダーバ(医       1) 平27. 1. 1
     レーⅡ１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319823-07210 ゆうゆうクリニック 〒545-0053 06-6627-9978坂田　勝則 坂田　勝則 平27. 4. 1心内 精   小  診療所
     大阪市阿倍野区松崎町４丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ３７号スクエアビル１階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319923-07236 にしやま消化器内科 〒545-0021 06-4700-7700西山　範 西山　範 平27. 5. 1消   内   胃  診療所
     大阪市阿倍野区阪南町５丁目２３常　勤:    2 新規 現存
     －１８ＨＩＫＡＲＩ　ＢＬＤ． (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320023-07244 たにメンタルクリニッ〒545-0004 06-6655-0001谷　宗英 谷　宗英 平27. 8. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市阿倍野区文の里二丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番２５号Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｌａ(医       1) 平27. 8. 1
     ｚａ　ＡＢＥＮＯ　６階Ａ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320123-07251 うえしま内科クリニッ〒545-0004 06-6655-0123上嶋　亮 上嶋　亮 平27. 8. 1内   循   呼内診療所
     ク 大阪市阿倍野区文の里２丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     －２５メディカルプラザ阿倍野２(医       1) 平27. 8. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320223-07269 ファミリーリゾートさ〒545-0052 06-6645-0929佐竹　史子 佐竹　史子 平27.11. 1内   診療所
     たけクリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２－２あべのクオレ１１３号 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 320323-07277 みつば会総合クリニッ〒545-0052 06-6633-3636竹内　寛 竹内　寛 平28. 1. 1整外 内   脳外診療所
     ク 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     番１号あべのルシアスＢ１Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320423-07285 医療法人　桃ヶ池クリ〒545-0012 06-6625-6500医療法人桃ヶ池クリニ森田　龍頼 平28. 1. 1内   診療所
     ニック 大阪市阿倍野区桃ケ池町２丁目１常　勤:    1ック　理事長　長谷川 組織変更 現存
     ３－１５ (医       1)　 文 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320523-07293 まえさこ医院 〒545-0021 06-6622-3272江原　一雅 江原　一雅 平28. 1.16内   小   脳外診療所
     大阪市阿倍野区阪南町１－５１－常　勤:    1 継承 放   神内 現存
     ７ (医       1) 平28. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320623-07319 よねざわ皮フ科クリニ〒545-0011 06-6654-8070米澤　陽子 米澤　陽子 平28. 4. 1皮   アレ 診療所
     ック 大阪市阿倍野区昭和町５丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     －１６グレースコートシーダーバ(医       1) 平28. 4. 1
     レーⅢ　３０２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320723-07327 はしもとクリニック 〒545-0034 06-4399-2047橋本　知治 橋本　知治 平28. 5. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野元町１９番常　勤:    1 新規 現存
     ３号愛眼ビル３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320823-07335 南大阪音声クリニック〒545-0037 06-6622-0363唐澤　千明 唐澤　千明 平28. 5. 1耳い 診療所
     大阪市阿倍野区帝塚山１丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １９号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320923-07343 あらいクリニック 〒545-0004 06-6690-0007新井　康之 新井　康之 平28. 5. 1ひ   内   診療所
     大阪市阿倍野区文の里２－１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２５メディカルプラザ阿倍野３Ｆ(医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321023-07376 医療法人万代会　武田〒545-0053 06-6480-9501医療法人万代会　理事武田　正 平28. 9. 1内   消   診療所
     内科クリニック 大阪市阿倍野区松崎町二丁目９番常　勤:    1長　武田　正 組織変更 現存
     ５号セレスタ阿倍野松崎１０３号(医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321123-07384 医療法人　二村耳鼻咽〒545-0011 06-6622-2687医療法人二村耳鼻咽喉二村　吉継 平28. 9. 1耳い 診療所
     喉科ボイスクリニック大阪市阿倍野区昭和町五丁目１２常　勤:    1科　理事長　二村　吉 組織変更 現存
     番１６号グレースコートシーダー(医       1)継 平28. 9. 1
     バレーⅢ２階
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 321223-07392 天王寺しみずクリニッ〒545-0052 06-6624-5151清水　喜貴 清水　喜貴 平28.11. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番１５号阿倍野共同ビル４Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321323-07400 むぎたにクリニック 〒545-0052 06-6616-7737麦谷　達郎 麦谷　達郎 平28.11. 1消   内   外  診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０－３ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321423-07418 医療法人　トキワクリ〒545-0051 06-6585-7706医療法人トキワクリニ柏木　宗憲 平28.11. 1ひ   内   診療所
     ニック 大阪市阿倍野区旭町１丁目１番１常　勤:    2ック　理事長　柏木　 移転 現存
     ７号サンビル阿倍野 (医       2)宗憲 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321523-07426 医療法人伊藤クリニッ〒545-0014 06-6606-2277医療法人伊藤クリニッ伊藤　喜一郎 平29. 3. 1ひ   診療所
     ク　腎・泌尿器科伊藤大阪市阿倍野区西田辺町一丁目２常　勤:    1ク　理事長　伊藤　喜 組織変更 現存
     クリニック １番１３号サンパティーク西田辺(医       1)一郎 平29. 3. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321623-07434 奥野病院 〒545-0001 06-6719-2200奥野　幸一郎 奥野　幸一郎 平29. 4. 1一般        53病院
     大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    4 継承 内   外   産  現存
     ３１番４号 (医       4) 平29. 4. 1婦   透析 麻  
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321723-07442 ふじかわ皮フ科形成外〒545-0021 06-6105-0303藤川　昌和 藤川　昌和 平29. 8. 1皮   形外 診療所
     科 大阪市阿倍野区阪南町５－１７－常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321823-07459 りかこレディースクリ〒545-0052 06-6625-7711内田　里香子 内田　里香子 平29. 9. 1婦   診療所
     ニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－３－常　勤:    1 新規 現存
     １５阿倍野共同ビル　７階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321923-07467 山中脳神経外科・リハ〒545-0001 06-6710-1515山中　一功 山中　一功 平29. 9. 1脳外 内   リハ診療所
     ビリクリニック 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目常　勤:    1 新規 現存
     １１番４号Ａ・Ｔビル２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322023-07475 医療法人久内会　きゅ〒545-0004 06-4399-5971医療法人久内会　理事久内　一史 平29. 8.17耳い アレ 診療所
     うない耳鼻咽喉科 大阪市阿倍野区文の里二丁目１１常　勤:    1長　久内　一史 移転 現存
     番２５号５階 (医       1) 平29. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 322123-07483 医療法人湖崎会　湖崎〒545-0021 06-6621-2174医療法人湖崎会　理事湖﨑　淳 平29.10. 1眼   診療所
     眼科 大阪市阿倍野区阪南町１丁目５１常　勤:    1長　湖﨑　淳 移転 現存
     番１０号 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322223-07491 ホームケアクリニック〒545-0014 06-6690-5685医療法人 田クリニッ岡本　康嗣 平29.12. 1内   神内 小  診療所
     西田辺 大阪市阿倍野区西田辺町２丁目８常　勤:    1ク　理事長　 田　淳 新規 現存
     －６テイストビル１Ｄ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322323-07509 医療法人愛誠会　つか〒545-6022 06-6621-1296医療法人愛誠会　理事塚原　孝浩 平29.12. 1形外 診療所
     はらクリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１常　勤:    2長　塚原　孝浩 移転 現存
     番４３号あべのハルカス　２２階(医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322423-07517 福本眼科クリニック 〒545-0035 06-4703-3575福本　敏子 福本　敏子 平29.12. 1眼   診療所
     大阪市阿倍野区北畠２－３－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322523-07525 医療法人ＯＳＴ　スマ〒545-0052 06-6641-0005医療法人ＯＳＴ　理事伊藤　恵里子 平30. 3. 1内   整外 リウ診療所
     イルクリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５常　勤:    1長　伊藤　陽一 継承 リハ 現存
     番１号あべのルシアスビルオフィ(医       1) 平30. 3. 1
     ス棟９階９０６号室 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322623-07533 医療法人純正会　鶴ヶ〒545-0014 06-6693-2101医療法人純正会　理事東　純哉 平30. 3. 1内   小   放  診療所
     丘東診療所 大阪市阿倍野区西田辺町２丁目９常　勤:    1長　東　純哉 組織変更 循   現存
     番８号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322723-07541 すが内科クリニック 〒545-0037 06-6625-0222菅　竜也 菅　竜也 平30. 4. 1内   循   診療所
     大阪市阿倍野区帝塚山一丁目６番常　勤:    1 継承 現存
     ２７号ルドウ・レスパスＭ３６ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322824-00734 株式会社　小松製作所〒573-1175 072-840-6149株式会社小松製作所大原　達彦 昭35. 7. 1内   診療所
     大阪工場健康管理室 枚方市上野三丁目１番１号 常　勤:    2阪工場　工場長　岡本 新規 現存
     (医       2)　望 平29. 7. 1
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 322924-00866 米井医院 〒573-0022 072-840-2447米井　眷 米井　眷 昭38. 3. 1内   小   放  診療所
     枚方市宮之阪一丁目１２番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323024-00957 医療法人友隣会　協立〒573-0058 072-844-5181医療法人　友隣会　理吉本　悟峰 昭38.12.16一般        50病院
     病院 枚方市伊加賀東町２番２１号 常　勤:    6事長　横田　博子 新規 内   外   整外現存
     (医       6) 平29.12.16耳い 眼   ひ  
     非常勤:   15 放   リハ 麻  
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323124-01336 諏訪外科 〒573-1161 072-847-1961諏訪　正美 諏訪　正美 昭43.11. 1内   胃   外  診療所
     枚方市交北一丁目２２番１１号 常　勤:    1 新規 整外 脳外 皮  現存
     (医       1) 平28.11. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323224-01435 社会福祉法人　枚方療〒573-0122 072-858-0373社会福祉法人枚方療育渡 　誠 昭44. 5. 1一般       440病院
     (24-61435 ) 育園 枚方市津田東町二丁目１番１号 常　勤:   27園　理事長　山西　博 新規 精神        50現存
     (医      25)道 平29. 5. 1精   内   小  
     (歯       2) 整外 歯   眼  
     非常勤:   30 皮   麻   リハ
     (医      28) 外   放   
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323324-01492 内科・小児科河嶋医院〒573-1127 072-857-3055河嶋　稔 河嶋　稔 昭44. 7. 1内   麻   放  診療所
     枚方市上島町１番７号 常　勤:    2 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323424-01575 清水医院 〒573-1135 072-856-5182清水　正二 清水　正二 昭45. 5. 1一般    診療所
     枚方市招提平野町１１－１６ 新規 内   現存
     平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323524-01617 枚方市立幼児療育園附〒573-0051 072-843-6660枚方市長　伏見　隆 岡空　圭輔 昭45.10. 1小   診療所
     属診療所 枚方市三矢町４－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 323624-01682 医療法人三上会　東香〒573-0075 072-853-0501医療法人三上会　理事三上　聡司 昭46. 1. 1一般        60病院
     里病院 枚方市東香里一丁目２４番３４号常　勤:   10長　三上　裕司 組織変更 療養        40現存
     (医      10) 平28. 1. 1精神        95
     非常勤:   67 内   外   整外
     (医      67) 耳い 眼   婦  
     精   放   リハ
     ひ   循   胃  
     皮   心内 麻  
     内科、腎臓内科
     、循環器内科、
     胃腸内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323724-02045 浜医院 〒573-1111 072-855-2858濵　將治 濵　將治 昭48. 8. 1内   胃   循  診療所
     枚方市楠葉朝日三丁目９番２４号常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323824-02201 枚方休日急病診療所 〒573-0027 072-845-2656一般社団法人枚方市医稲垣　勝則 昭49. 5. 1内   小   診療所
     枚方市大垣内町二丁目９番１９号常　勤:    4師会　理事長　藤本　 新規 現存
     (医       4)良知 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323924-02227 冨沢産婦人科こどもク〒573-1192 072-847-7129冨沢　敦子 冨沢　敦子 昭49. 8. 1一般         2診療所
     リニック 枚方市西禁野二丁目８番９号 常　勤:    1 継承 産婦 小   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324024-02771 倉内内科 〒573-0131 072-858-3312倉内　暎雄 倉内　暎雄 昭54. 2. 1内   小   診療所
     枚方市春日野１－１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324124-02854 平沢小児科 〒573-1118 072-851-1155平沢　健彦 平沢　健彦 昭54. 9. 1小   診療所
     枚方市楠葉並木２－１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324224-02896 志水小児科 〒573-0074 072-845-2550志水　正夫 志水　正夫 昭54.11. 1小   アレ 診療所
     枚方市東香里南町２０番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324324-02938 宇野田医院 〒573-1144 072-868-5575宇野田　武司 宇野田　武司 昭55. 1. 1皮   診療所
     枚方市牧野本町一丁目２６番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 324424-02961 田中内科医院 〒573-1118 072-850-0500田中　航志郎 田中　航志郎 昭55. 6. 1内   胃   放  診療所
     枚方市楠葉並木二丁目１番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324524-03191 立岩医院 〒573-0093 072-833-8609立岩　二朗 立岩　二朗 昭58. 1. 1内   胃   小  診療所
     枚方市東中振一丁目６２番１５号常　勤:    2 新規 放   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324624-03241 社会福祉法人徳風会　〒573-0001 072-856-6565社会福祉法人徳風会　藤井　正徳 昭58. 6. 1内   精   診療所
     特別養護老人ホーム里枚方市田口山二丁目５番１号 常　勤:    1理事長　山地　盛男 新規 現存
     仁館診療所 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324724-03340 飯田耳鼻咽喉科 〒573-1141 072-850-3341飯田　武雄 飯田　武雄 昭59.12. 1耳い 診療所
     枚方市養父西町１３番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324824-03373 医療法人亀 記念医学〒573-1137 072-867-0051医療法人亀 記念医学小谷　育男 昭60. 4. 1精神       270病院
     会　関西記念病院 枚方市西招提町２１９８ 常　勤:    4会　理事長　亀 　摩 組織変更 一般        46現存
     (医       4)弥 平30. 4. 1精   心内 内  
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324924-03456 医療法人　井奥内科診〒573-0071 072-854-1201医療法人井奥内科診療井奥　勝博 昭62. 4. 1内   小   リハ診療所
     療所 枚方市茄子作四丁目３４番６号 常　勤:    1所　理事長　井奥　勝 組織変更 放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325024-03472 医療法人悠悠堂　高木〒573-0074 072-854-6800医療法人悠悠堂高木診高木　義博 昭62. 7. 1循   内   リハ診療所
     診療所 枚方市東香里南町７番３号 常　勤:    1療所　理事長　高木　 新規 現存
     (医       1)義博 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325124-03498 原整形外科医院 〒573-0077 072-854-1668原　秀之 原　秀之 昭62.10. 1外   整外 リハ診療所
     枚方市東香里新町８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325224-03506 青井内科 〒573-1162 072-840-4505青井　一雄 青井　一雄 昭62.10. 1内   診療所
     枚方市田口二丁目２７番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325324-03555 医療法人　浜田医院 〒573-0093 072-831-0202医療法人浜田医院　理濱田　博章 昭63. 1. 1内   胃   循  診療所
     枚方市東中振１丁目１－２ 常　勤:    2事長　濱田　博章 組織変更 耳い リハ 放  現存
     (医       2) 平30. 1. 1
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 325424-03563 医療法人医生会　木村〒573-0064 072-831-2211医療法人　医生会木村木村　龍平 昭63. 1. 1内   胃   循  診療所
     内科 枚方市北中振三丁目１８－１７ 常　勤:    1内科　理事長　木村　 組織変更 小   現存
     (医       1)龍平 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325524-03589 柿木皮膚科 〒573-0092 072-841-0508柿木　須賀子 柿木　須賀子 昭63. 4. 1皮   診療所
     枚方市菊丘南町３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325624-03621 岡崎医院 〒573-0164 072-851-1002岡崎　俊治 岡崎　俊治 昭63. 9. 1内   消   診療所
     枚方市長尾谷町三丁目６－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325724-03670 医療法人　イワサクリ〒573-0086 072-831-1666医療法人イワサクリニ岩浅　義彦 昭64. 1. 1一般        19診療所
     ニック 枚方市香里園町９番２２号 常　勤:    2ック　理事長　岩浅　 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       2)義彦 平28. 1. 1小   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325824-03696 医療法人七美会　すこ〒573-0162 072-850-2117医療法人七美会　理事小國　龍也 昭64. 1. 1小   アレ 診療所
     やか小児科 枚方市長尾西町一丁目２０番１０常　勤:    2長　小國　龍也 組織変更 現存
     号　 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325924-03704 医療法人　いしの眼科〒573-1118 072-851-0880医療法人いしの眼科ク石野　豊 昭64. 1. 1眼   診療所
     クリニック 枚方市楠葉並木二丁目２番２８号常　勤:    1リニック　理事長　石 組織変更 現存
     (医       1)野　豊 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326024-03720 医療法人　光瞳会　城〒573-1197 072-848-5535医療法人光瞳会城眼科城　信雄 昭64. 1. 1眼   診療所
     眼科 枚方市禁野本町一丁目２番３８号常　勤:    1　理事長　城　信雄 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326124-03753 医療法人榮樂会　榮樂〒573-0032 072-846-3223医療法人榮樂会　理事榮樂　周子 昭50. 4. 1内   消   診療所
     クリニック 枚方市岡東町１２番１－４０９ひ常　勤:    1長　榮樂　周子 組織変更 現存
     らかたサンプラザ１号館４階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326224-03761 医療法人　奥田内科医〒573-0163 072-855-3562医療法人奥田内科医院奥田　正浩 昭48. 7. 1内   診療所
     院 枚方市長尾元町二丁目１６番２号常　勤:    1　理事長　奥田　正浩 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326324-03803 医療法人　斉藤クリニ〒573-0086 072-834-1233医療法人斉藤クリニッ斉藤　嘉一 昭56. 5. 1内   胃   循  診療所
     ック 枚方市香里園町４番１８号 常　勤:    2ク　理事長　斉藤　嘉 組織変更 現存
     (医       2)一 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 326424-03811 医療法人　せのお内科〒573-1115 072-855-3377医療法人せのお内科　妹尾　次郎 昭56. 4. 1内   小   放  診療所
     枚方市東船橋１番４１号 常　勤:    1理事長　妹尾　次郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326524-03829 医療法人　おおにし耳〒573-1111 072-855-4520医療法人おおにし耳鼻大西　純夫 昭48. 4. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科クリニック 枚方市楠葉朝日三丁目６番２１号常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　大西　純夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326624-03837 医療法人　恒遠産婦人〒573-0164 072-851-0303医療法人恒遠産婦人科恒遠　逸雄 平元. 7. 1一般         9診療所
     科 枚方市長尾谷町三丁目１８番２２常　勤:    1　理事長　恒遠　逸雄 組織変更 産   婦   現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326724-03845 医療法人　土井外科胃〒573-1115 072-855-0250医療法人土井外科胃腸土井　仁志 昭49. 5. 1外   胃   内  診療所
     腸内科 枚方市東船橋一丁目４番１号 常　勤:    2内科　理事長　土井　 組織変更 整外 こう 皮  現存
     (医       2)仁志 平28. 7. 1リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326824-03886 医療法人清和会　船田〒573-1152 072-851-3434医療法人清和会　理事船田　佳宏 昭51. 7. 1内   皮   放  診療所
     医院 枚方市招提中町一丁目１番１号 常　勤:    1長　船田　佳宏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326924-03910 医療法人　水野眼科 〒573-0064 072-832-3111医療法人水野眼科　理水野　紳司 平元. 2. 1眼   診療所
     枚方市北中振一丁目１８番１７号常　勤:    1事長　水野　紳司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327024-03944 井上耳鼻咽喉科 〒573-1197 072-840-3430井上　克彦 井上　克彦 平元. 8. 1耳い 診療所
     枚方市禁野本町一丁目１６番５号常　勤:    1 新規 現存
     ２０１号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327124-03985 医療法人　谷掛脳神経〒573-0032 072-841-2151医療法人谷掛脳神経外谷掛　龍夫 平 2. 1. 1一般         8診療所
     外科 枚方市岡東町１５番１０号 常　勤:    5科　理事長　谷掛　龍 組織変更 脳外 整外 形外現存
     (医       5)夫 平29. 1. 1神内 内   リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327224-03993 医療法人　長尾台診療〒573-0106 072-859-3616医療法人長尾台診療所田中　研一 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     所 枚方市長尾台二丁目１番２６号 常　勤:    1　理事長　田中　研一 組織変更 リハ 放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327324-04017 西本眼科クリニック 〒573-0074 072-854-5026西本　ゆかり 西本　ゆかり 平 2. 3. 1眼   診療所
     枚方市東香里南町２０番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 327424-04074 社会福祉法人光生会大〒573-0112 072-859-6800社会福祉法人光生会大中村　猛 平 2. 9. 1内   外   診療所
     阪　ピープルハウス枚枚方市尊延寺一丁目４番１号 常　勤:    1阪　理事長　川口　和 新規 現存
     方診療所 (医       1)美 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327524-04116 医療法人　永松医院 〒573-1133 072-855-0117医療法人永松医院　理永松　良介 平 3. 1. 1内   外   消  診療所
     枚方市招提元町二丁目１番２１号常　勤:    2事長　永松　良介 組織変更 皮   小   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327624-04140 藤井医院 〒573-0151 072-855-3388藤井　正徳 藤井　正徳 平 3. 1. 1内   小   皮  診療所
     枚方市藤阪北町２８－３ 常　勤:    1 組織変更 放   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327724-04157 三上内科 〒573-0084 072-852-3961三上　欽司 三上　欽司 平 3. 2. 1内   循   リハ診療所
     枚方市香里ケ丘７－１７－８ 常　勤:    1 継承 小   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327824-04173 いでがみ眼科医院 〒573-1144 072-855-3810居出上　大祐 居出上　大祐 平 3. 5. 1眼   診療所
     枚方市牧野本町２－１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327924-04199 医療法人　三好耳鼻咽〒573-1106 072-867-3387医療法人三好耳鼻咽喉三好　茂 平 3. 7. 1耳い 診療所
     喉科医院 枚方市町楠葉一丁目６－６くずは常　勤:    1科医院　理事長　三好 新規 現存
     サングリーンビル２階 (医       1)　茂 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328024-04207 医療法人　藤井医院 〒573-1172 072-848-2522医療法人　藤井医院　藤尾　智紀 平 3. 6. 1内   小   診療所
     枚方市渚栄町２２番１号 常　勤:    2理事長　藤井　正道 移転 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328124-04249 たつみ医院 〒573-1155 072-868-8816巽　正秀 巽　正秀 平 3.11. 1内   小   リハ診療所
     枚方市招提南町三丁目１０番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328224-04264 医療法人　めら眼科 〒573-1155 072-868-2336医療法人めら眼科　理米良　博量 平 4. 1. 1眼   診療所
     枚方市招提南町三丁目１０番２１常　勤:    1事長　米良　博量 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328324-04280 荻野整形外科 〒573-0107 072-859-3377荻野　洋 荻野　洋 平 4. 4. 1整外 リハ 診療所
     枚方市長尾宮前一丁目１－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ０３ (医       1) 平28. 4. 1
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 328424-04389 医療法人　田中内科 〒573-0032 072-843-0100医療法人田中内科　理田中　 之助 平 4. 7. 1内   消   小  診療所
     枚方市岡東町１４番２１号 常　勤:    1事長　田中　 之助 組織変更 放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328524-04447 医療法人　草野レント〒573-0026 072-843-2055医療法人草野レントゲ奥谷　智子 平 5. 1. 1内   放   胃  診療所
     ゲン診療所 枚方市朝日丘町２番１０号 常　勤:    2ン診療所　理事長　奥 組織変更 呼   現存
     (医       2)谷　智子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328624-04470 医療法人　牧石医院 〒573-0084 072-853-4775医療法人牧石医院　理牧石　英樹 平 5. 1. 1内   小   診療所
     枚方市香里ケ丘六丁目５番１号 常　勤:    1事長　牧石　英樹 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328724-04496 室井医院 〒573-1197 072-840-3123室井　賢司 室井　賢司 平 5. 2.15内   小   放  診療所
     枚方市禁野本町一丁目８番３５号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328824-04504 大阪府母子寡婦福祉連〒573-1161 072-851-9200社会福祉法人大阪府母永松　ルミ子 平 5. 6. 1内   診療所
     合会診療所 枚方市交北三丁目１番５２号 常　勤:    1子寡婦福祉連合会　理 新規 現存
     (医       1)事長　滝本　美津代 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328924-04520 医療法人健心会　松波〒573-1192 072-847-4101医療法人　健心会　理松波　義文 平 5. 7. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 枚方市西禁野二丁目２番２号 常　勤:    1事長　藤本　良知 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329024-04546 吉田医院 〒573-0053 072-841-3103吉田　準一 吉田　準一 平 5.10. 1産婦 内   麻  診療所
     枚方市伊加賀南町５番４号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329124-04587 池田耳鼻咽喉科 〒573-1165 072-840-3386池田　朗 池田　朗 平 6. 5. 1耳い 診療所
     枚方市都丘町５－１キャピタルビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階２０１号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329224-04652 医療法人　てるばやし〒573-1118 072-867-7300医療法人てるばやし眼照林　宏文 平 6. 7. 1眼   診療所
     眼科 枚方市楠葉並木１－３７－５ 常　勤:    1科　理事長　照林　宏 組織変更 現存
     (医       1)文 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329324-04728 医療法人健心会　藤本〒573-0041 072-843-4401医療法人健心会　理事藤本　良知 平 6.11. 1内   胃   リハ診療所
     内科 枚方市山之上東町７番１５号 常　勤:    1長　藤本　良知 新規 内科・胃腸内科現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 329424-04736 田ノ口診療所 〒573-1162 072-848-0234田中　健治 田中　健治 平 6.12. 1一般         7診療所
     枚方市田口一丁目２２番１１号 常　勤:    2 新規 療養        12現存
     (医       2) 平27.12. 1内   小   循  
     非常勤:    2 神内 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329524-04751 医療法人　保坂小児ク〒573-0084 072-854-0413医療法人保坂小児クリ保坂　智子 平 7. 1. 1小   診療所
     リニック 枚方市香里ケ丘三丁目１２番地の常　勤:    2ニック　理事長　保坂 組織変更 現存
     １Ｂ６７ (医       2)　智子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329624-04769 きぬがわ眼科 〒573-0032 072-846-3881衣川　康弘 衣川　康弘 平 7. 2. 1眼   診療所
     枚方市岡東町１８番２１号枚方三常　勤:    1 新規 現存
     和ビル４階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329724-04801 秀美福祉会診療所 〒573-0134 072-858-1300社会福祉法人　秀美福染田　邦幸 平 7. 4. 1内   精   診療所
     枚方市春日東町二丁目１２番１０常　勤:    1祉会　理事長　川端　 新規 現存
     号 (医       1)秀吉 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329824-04819 川口クリニック 〒573-1105 072-866-2699川口　宏 川口　宏 平 7. 5. 1内   消   小  診療所
     枚方市南楠葉一丁目６番８号プレ常　勤:    1 新規 現存
     ザントハウス３０１号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329924-04850 医療法人茂桂会　上田〒573-0001 072-856-3388医療法人茂桂会上田外上田　茂夫 平 7. 7. 1一般         9診療所
     外科 枚方市田口山二丁目３１番１５号常　勤:    2科　理事長　岡田　さ 組織変更 外   整外 消  現存
     (医       2)つき 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330024-04876 渡辺整形外科 〒573-1142 072-866-1299渡辺　晋 渡辺　晋 平 7. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     枚方市牧野下島町一丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330124-04884 田辺こどもクリニック〒573-1114 072-850-3030医療法人　あゆみ会　田邉　卓也 平 7. 8. 1小   神内 診療所
     枚方市東山一丁目４９番３１号 常　勤:    1理事長　田邉　卓也 移転 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330224-04892 門林医院 〒573-1114 072-850-3707門林　亮太 門林　亮太 平 7. 8. 1皮   内   診療所
     枚方市東山一丁目４９番３１号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 330324-04934 香里いちょう園診療所〒573-0075 072-853-1881社会福祉法人　東香会井奥　勝博 平 7.10. 1内   診療所
     枚方市東香里一丁目１８番１２号常　勤:    1　理事長　西口　直樹 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330424-04959 医療法人松徳会　松谷〒573-0126 072-859-3618医療法人　松徳会　理三好　淳 平 7. 8. 1療養        40病院
     病院 枚方市津田西町一丁目２９番８号常　勤:    4事長　松谷　之義 組織変更 内   呼   循  現存
     (医       3) 平28. 8. 1消   放   アレ
     (薬       1) リハ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330524-04991 医療法人　飯島医院 〒573-1165 072-898-5111医療法人飯島医院　理飯島　庸介 平 8. 1. 1外   整外 内  診療所
     枚方市都丘町５番１号キャピタル常　勤:    1事長　飯島　庸介 組織変更 胃   こう リハ現存
     ビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330624-05048 医療法人　丸岡医院 〒573-0016 072-849-2211医療法人丸岡医院　理丸岡　博史 平 8. 1. 1内   整外 麻  診療所
     枚方市村野本町６番１３号 常　勤:    1事長　丸岡　博史 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1ペインクリニッ
     非常勤:    1 ク内科、
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330724-05063 かとう耳鼻咽喉科 〒573-0075 072-852-8733加藤　真子 加藤　真子 平 8. 2. 1耳い 診療所
     枚方市東香里二丁目２９番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330824-05154 医療法人　田辺眼科 〒573-1142 072-867-0016医療法人　田辺眼科　田邊　稔邦 平 8. 7. 1眼   診療所
     枚方市牧野下島町１４番１号 常　勤:    1理事長　田邊　稔邦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330924-05162 医療法人　浜田整形外〒573-0036 072-844-0122医療法人　浜田整形外濱田　茂幸 平 8. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 枚方市伊加賀北町５番２０ファー常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ストピア枚方１階 (医       1)　濱田　茂幸 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331024-05212 社会医療法人美杉会　〒573-1148 072-866-8606社会医療法人　美杉会人見　信彦 平 8.10. 1ひ   診療所
     佐藤クリニックまきの枚方市西牧野四丁目８番１０号 常　勤:    1　理事長　佐藤　真杉 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 331124-05246 医療法人　田崎内科 〒573-0016 072-847-5100医療法人　田崎内科　田﨑　直仁 平 8.11. 1内   循   診療所
     枚方市村野本町７番２２号 常　勤:    1理事長　田﨑　巖 移転 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331224-05279 医療法人　鶴原耳鼻咽〒573-0127 072-897-2433医療法人　鶴原耳鼻咽鶴原　秀晃 平 9. 1. 1耳い 診療所
     喉科 枚方市津田元町一丁目１５番５ア常　勤:    1喉科　理事長　鶴原　 組織変更 現存
     ルコーブ岡本１階 (医       1)秀晃 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331324-05295 医療法人　昭征会　坂〒573-1196 072-848-2000医療法人　昭征会　理今木　正文 平 9. 1. 1療養        50病院
     野病院 枚方市中宮本町４番５号 常　勤:    2事長　坂野　昭 組織変更 内   消   外  現存
     (医       2) 平30. 1. 1整外 循   放  
     非常勤:   17 こう 皮   リハ
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331424-05303 医療法人　日研会診療〒573-1118 072-850-0119医療法人　日研会　理宮代　明 平 9. 4. 1内   診療所
     所 枚方市楠葉並木二丁目２２番１号常　勤:    1事長　宮代　明 新規 現存
     樟葉ビル４階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331524-05329 医療法人孝知会　芦原〒573-1141 072-857-0010医療法人孝知会　理事芦原　孝三 平 9. 7. 1一般        10診療所
     産婦人科クリニック 枚方市養父西町１５番１５号 常　勤:    2長　芦原　孝三 組織変更 産   婦   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331624-05360 医療法人吉生会　南皮〒573-0132 072-858-7101医療法人吉生会　理事南　路子 平 9. 7. 1皮   内   診療所
     膚科医院 枚方市野村元町５番８号 常　勤:    1長　南　路子 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331724-05378 はらだ皮ふ科クリニッ〒573-0127 072-897-2020原田　暁 原田　暁 平 9. 8. 1皮   診療所
     ク 枚方市津田元町一丁目１５番５号常　勤:    1 新規 現存
     アルコーブ岡本１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331824-05386 ほうらいクリニック 〒573-0021 072-890-2111蓬莱　卓磨 蓬莱　卓磨 平 9. 8. 1循   内   診療所
     枚方市中宮西之町１５番１８－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331924-05436 寺嶋クリニック 〒573-0157 072-864-2533寺嶋　知史 寺嶋　知史 平 9.11. 1内   循   胃  診療所
     枚方市藤阪元町三丁目２０番１号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 332024-05501 医療法人　川本クリニ〒573-0152 072-857-6005医療法人　川本クリニ川本　克久 平10. 7. 1胃   内   診療所
     ック 枚方市藤阪中町１１番７号 常　勤:    1ック　理事長　川本　 組織変更 胃腸内科・内科現存
     (医       1)克久 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332124-05519 医療法人　くろせ小児〒573-1141 072-850-8080医療法人　くろせ小児黒瀬　裕史 平10. 7. 1小   アレ 皮  診療所
     科 枚方市養父西町３２番８号 常　勤:    1科　理事長　黒瀬　裕 組織変更 皮膚科、小児皮現存
     (医       1)史 平28. 7. 1膚科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332224-05527 医療法人　高木皮膚科〒573-1106 072-867-7080医療法人　高木皮膚科高木　伸介 平10. 7. 1皮   ひ   診療所
     泌尿器科 枚方市町楠葉一丁目５番３号速水常　勤:    1泌尿器科　理事長　高 組織変更 現存
     ビル１階 (医       1)木　伸介 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332324-05535 山本眼科 〒573-1115 072-864-6224山本　武仁 山本　武仁 平10. 9. 1眼   診療所
     枚方市東船橋一丁目８３番地ヴィ常　勤:    1 新規 現存
     ラージュ樟葉１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332424-05543 竹内クリニック 〒573-0137 072-858-7221竹内　正幸 竹内　正幸 平10.12. 1内   リハ 診療所
     枚方市春日北町四丁目２６番３０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332524-05550 医療法人美盛会　美樟〒573-1124 072-867-1224医療法人美盛会　理事石川　博通 平11. 2. 1一般        19診療所
     クリニック 枚方市養父東町１８番３０号 常　勤:    1長　佐 　美和子 新規 内   整外 リハ現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332624-05576 医療法人　きたの整形〒573-1118 072-855-8988医療法人きたの整形外北野　継弐 平11. 2. 4整外 リハ リウ診療所
     外科 枚方市楠葉並木二丁目１８番１号常　勤:    1科　理事長　北野　継 移転 現存
     (医       1)弐 平29. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332724-05618 安心苑診療所 〒573-1138 072-866-2217社会福祉法人　清松福有 　秀男 平11. 6. 1内   診療所
     枚方市招提北町二丁目２５番１号 祉会　理事長　中川　 新規 休止
     龍博 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332824-05626 千頭内科医院 〒573-0064 072-831-0184千頭　敏史 千頭　敏史 平11. 5. 1内   診療所
     枚方市北中振四丁目１番７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332924-05642 医療法人星丘会　泌尿〒573-0021 072-890-2929医療法人　星丘会　理山田　薫 平11. 7. 1ひ   診療所
     器科山田クリニック 枚方市中宮西之町１５番１８－１常　勤:    2事長　山田　薫 組織変更 現存
     ０１号 (医       2) 平29. 7. 1
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 333024-05659 医療法人誠和会　浅田〒573-0045 072-846-4111医療法人　誠和会　理浅田　卓 平11. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 枚方市藤田町３番４７－１０１号常　勤:    2事長　浅田　卓 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333124-05675 医療法人誠和会　浅田〒573-0045 072-846-3435医療法人　誠和会　理浅田　紀子 平11. 7. 1内   循   診療所
     医院 枚方市藤田町３番４７－１０２号常　勤:    2事長　浅田　卓 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333224-05683 医療法人　梶野クリニ〒573-0057 072-843-2021医療法人　梶野クリニ梶野　興三 平11. 7. 1ひ   診療所
     ック 枚方市堤町３番９号 常　勤:    1ック　理事長　梶野　 移転 休止
     (医       1)興三 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333324-05691 医療法人　おおやクリ〒573-0027 072-841-4613医療法人　おおやクリ大矢　大 平11. 7. 1精   神   心内診療所
     ニック 枚方市大垣内町一丁目３番１号マ常　勤:    2ニック　理事長　大矢 移転 現存
     インドビル３階 (医       2)　大 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333424-05733 くぎぬき医院 〒573-0032 072-844-6116釘抜　利明 釘抜　利明 平11.11. 1精   心内 診療所
     枚方市岡東町１８番２３号枚方近常　勤:    1 新規 現存
     畿ビル６階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333524-05758 医療法人城青会　城ク〒573-1165 072-898-7080医療法人　城青会　理城　知宏 平11.11. 1内   消   皮  診療所
     リニック 枚方市都丘町３番１１号 常　勤:    3事長　城　知宏 移転 リハ アレ 現存
     (医       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333624-05782 社会医療法人　美杉会〒573-1121 072-864-5755社会医療法人　美杉会上野　知子 平12. 4. 1ひ   診療所
     　佐藤クリニックくず枚方市楠葉花園町１２番５号アク常　勤:    1　理事長　佐藤　眞杉 新規 現存
     は アくずはビル３階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333724-05808 山岸眼科 〒573-0032 072-861-2157山岸　和矢 山岸　和矢 平12. 5. 1眼   診療所
     枚方市岡東町５番２３号　アーバ常　勤:    1 新規 現存
     ンエース枚方ビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333824-05832 医療法人　医星会　お〒573-0013 072-849-6399医療法人　医星会　理奥田　忠美 平12. 7. 1小   内   アレ診療所
     くだ医院 枚方市星丘三丁目２６番２６号 常　勤:    1事長　奥田　忠美 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333924-05865 野口クリニック 〒573-0012 072-892-1567野口　和幸 野口　和幸 平12. 9. 1内   外   脳外診療所
     枚方市松丘町１１番９号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 334024-05881 医療法人りんどう会　〒573-1133 072-855-1246医療法人　りんどう会多田　正知 平12. 8. 1一般        44病院
     向山病院 枚方市招提元町一丁目３６番６号常　勤:    9　理事長　多田　正知 組織変更 療養        41現存
     (医       9) 平24. 8. 1内   外   胃  
     非常勤:   38 整外 脳外 ひ  
     (医      38) 皮   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334124-05923 小牧耳鼻咽喉科医院 〒573-1146 072-850-8484小牧　靖夫 小牧　靖夫 平12.11. 1耳い 診療所
     枚方市牧野阪二丁目５番１号上羽常　勤:    1 移転 現存
     ビル２０１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334224-05931 医療法人春陽会　稲垣〒573-0027 072-841-2166医療法人春陽会　理事稲垣　勝則 平13. 1. 1内   小   アレ診療所
     医院 枚方市大垣内町一丁目１番５号 常　勤:    1長　稲垣　勝則 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334324-05949 医療法人　田中外科 〒573-1196 072-848-8623医療法人　田中外科　田中　康之 平13. 1. 1整外 外   脳外診療所
     枚方市中宮本町１７番１０号 常　勤:    2理事長　田中　康之 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334424-06004 松田医院 〒573-1117 072-851-1835松田　伸一 松田　伸一 平13. 5. 1内   循   小  診療所
     枚方市北船橋町６８番７０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334524-06012 医療法人　ハヤマクリ〒573-0163 072-867-1505医療法人　ハヤマクリ葉山　幸泰 平13. 7. 1内   外   リハ診療所
     ニック 枚方市長尾元町五丁目２４番５号常　勤:    1ニック　理事長　葉山 組織変更 現存
     (医       1)　幸泰 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334624-06020 医療法人愛成会　愛成〒573-0048 072-845-0888医療法人愛成会　理事石川　純至 平13. 7. 1内   呼内 消  診療所
     クリニック 枚方市山之上西町３２番１５号 常　勤:    3長　石川　純至 組織変更 循   婦   現存
     (医       3) 平25. 7. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 334724-06038 医療法人大潤会　よし〒573-1187 072-890-5200医療法人大潤会　理事髙谷　泰輔 平13. 7. 1内   外   リハ診療所
     (24-66038 ) だ医院 枚方市磯島元町１６番１６号 常　勤:    2長　吉田　潤 組織変更 歯   皮   整外現存
     (医       1) 平25. 7. 1消   
     (歯       1)
     非常勤:    9
     (医       6)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334824-06046 斉藤医院 〒573-0073 072-854-0540齊藤　圭一 齊藤　圭一 平13. 8. 1内   診療所
     枚方市高田二丁目１５番２３号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334924-06061 かいとクリニック 〒573-0126 072-897-1001垣内　成泰 垣内　成泰 平13.10. 1内   呼   循  診療所
     枚方市津田西町三丁目１７番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335024-06103 あまづつみ医院 〒573-1111 072-850-0228雨堤　賢一 雨堤　賢一 平13.12. 1ひ   診療所
     枚方市楠葉朝日三丁目１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335124-06111 もりクリニック 〒573-1118 072-809-0881森　正宏 森　正宏 平14. 1. 1心内 精   診療所
     枚方市楠葉並木二丁目３９番１号常　勤:    1 新規 現存
     　１０１－Ａ号室ロイヤルアーク(医       1) 平26. 1. 1
     楠葉並木１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335224-06129 かんだクリニック 〒573-0064 072-802-3339神田　智子 神田　智子 平14. 2. 1内   診療所
     枚方市北中振三丁目２１番２号光常　勤:    1 新規 現存
     善寺駅前ビル２階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335324-06160 重光眼科医院 〒573-1111 072-866-2238重光　利朗 重光　利朗 平14. 5. 1眼   診療所
     枚方市楠葉朝日三丁目６番２３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335424-06236 社会医療法人美杉会　〒573-1141 072-850-7780社会医療法人美杉会　田辺　哲 平14.10. 1一般        19診療所
     佐藤医院 枚方市養父西町２４番１０号 常　勤:    2理事長　佐藤　眞杉 新規 内   外   整外現存
     (医       2) 平26.10. 1リハ 皮   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 335524-06244 社会医療法人美杉会　〒573-1124 072-864-1811社会医療法人美杉会　河合　泰博 平14. 9. 1一般       120病院
     佐藤病院 枚方市養父東町６５番１号 常　勤:   25理事長　佐藤　眞杉 移転 内   循   消  現存
     (医      25) 平26. 9. 1神内 外   脳外
     非常勤:   77 こう 整外 リウ
     (医      77) リハ 眼   呼内
     ひ   皮   放  
     麻   形外 アレ
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335624-06251 医療法人優和会　関根〒573-0047 072-845-1511医療法人優和会　理事関根　康弘 平14. 9. 1内   循   消  診療所
     医院 枚方市山之上四丁目１番地１ 常　勤:    1長　関根　康弘 移転 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335724-06301 森下整形外科・リウマ〒573-0126 072-808-0151森下　忍 森下　忍 平15. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     チ科 枚方市津田西町三丁目３０番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335824-06319 医療法人大寿会　大寿〒573-0066 072-841-1661医療法人大寿会　理事加藤　治樹 平15. 3. 1一般    病院
     会病院 枚方市伊加賀西町４７番１号 常　勤:    7長　大戸　将司 移転 療養       385現存
     (医       7) 平27. 3. 1内   呼   消  
     非常勤:   17 循   放   リハ
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335924-06327 医療法人中屋覚志会　〒573-0121 072-858-8259医療法人中屋覚志会　中村　雄策 平15. 3. 1一般        38病院
     津田病院 枚方市津田北町三丁目３０番１号常　勤:    3理事長　中村　雄策 組織変更 療養        20現存
     (医       3) 平27. 3. 1内   外   循  
     非常勤:   13 呼内 呼外 消  
     (医      13) 神内 放   整外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336024-06368 石塚医院 〒573-1105 072-857-6937石塚　健二 石塚　健二 平15. 4. 1内   小   診療所
     枚方市南楠葉二丁目４０番２４号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336124-06376 矢倉医院 〒573-0022 072-840-3340矢倉　祐朋 矢倉　祐朋 平15. 4. 1内   小   外  診療所
     枚方市宮之阪三丁目１３番２６号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 336224-06384 医療法人　大潤会　み〒573-0022 072-890-0119医療法人　大潤会　理梅田　直也 平15. 5. 1整外 外   リハ診療所
     やのさか整形外科 枚方市宮之阪三丁目７番１０号 常　勤:    1事長　吉田　潤 新規 内   皮   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336324-06400 和田眼科医院 〒573-0164 072-855-3462和田　直樹 和田　直樹 平15. 7. 1眼   診療所
     枚方市長尾谷町三丁目１２番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336424-06418 医療法人七美会　すこ〒573-0065 072-802-7707医療法人七美会　理事吉川　賢二 平15. 7. 1小   アレ 診療所
     やか小児科さだ 枚方市出口四丁目４９番９号 常　勤:    4長　小國　龍也 新規 現存
     (医       4) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336524-06426 医療法人朋星会　北村〒573-0013 072-805-5001医療法人朋星会　理事北村　和道 平15. 7. 1内   呼   アレ診療所
     クリニック 枚方市星丘二丁目１４番３１号ビ常　勤:    1長　北村　和道 組織変更 現存
     ュースターＯＳＨＩＭＡ　１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336624-06459 磯谷内科 〒573-0032 072-841-5528磯谷　治彦 磯谷　治彦 平15.10. 1内   診療所
     枚方市岡東町１４番４０号トムソ常　勤:    1 新規 現存
     ーヤビル２階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336724-06475 うにし小児科 〒573-0032 072-841-2579卯西　元 卯西　元 平15.11. 1小   内   アレ診療所
     枚方市岡東町３番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336824-06483 社会福祉法人みすず福〒573-0003 072-849-1146社会福祉法人みすず福長尾　和浩 平16. 1. 1内   診療所
     祉会　しらかばホール枚方市出屋敷西町二丁目１番１号常　勤:    2祉会　理事長　馬場　 新規 現存
     診療所 (医       2)清志 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336924-06491 医療法人こぐま会　く〒573-0032 072-843-3387医療法人こぐま会　理熊澤　博文 平16. 1. 1耳い 気食 診療所
     まざわ耳鼻咽喉科．気枚方市岡東町１４番４８号やまぐ常　勤:    1事長　熊澤　博文 組織変更 現存
     管食道科 ちビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337024-06509 医療法人蘇桂会　渡辺〒573-1192 072-840-5788医療法人蘇桂会　理事渡 　一男 平16. 1. 1小   アレ 内  診療所
     医院 枚方市西禁野一丁目３番１０号 常　勤:    1長　渡邉　一男 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 337124-06517 医療法人泰仁会　森川〒573-0058 072-846-1107医療法人泰仁会　理事森川　浩志 平16. 1. 1胃   内   診療所
     クリニック 枚方市伊加賀東町５番３号ラ・コ常　勤:    1長　森川　浩志 組織変更 現存
     ート・ドール１０１ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337224-06574 広瀬医院 〒573-0013 072-847-8480廣瀨　徹 廣瀨　徹 平16. 6. 1内   小   診療所
     枚方市星丘三丁目８番１２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337324-06590 医療法人優真会　にし〒573-0125 072-808-5511医療法人優真会　理事西田　直樹 平16. 7. 1小   アレ 診療所
     だ小児クリニック 枚方市津田駅前一丁目１３番８号常　勤:    1長　西田　直樹 組織変更 現存
     バレーヒルズ津田駅前１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337424-06608 医療法人　うめもとク〒573-0117 072-859-7775医療法人うめもとクリ梅本　真三夫 平16. 7. 1内   呼   循  診療所
     リニック 枚方市杉三丁目１５番１号 常　勤:    1ニック　理事長　梅本 組織変更 現存
     (医       1)　真三夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337524-06640 医療法人田中泌尿器科〒573-0127 072-858-8325医療法人田中泌尿器科岡﨑　英俊 平16. 8.31内   循   診療所
     医院　人工透析センタ枚方市津田元町四丁目１６番１号常　勤:    1医院　理事長　田中　 移転 現存
     ーひらかた (医       1)雅登 平28. 8.31
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337624-06673 医療法人仁医会　染矢〒573-0047 072-844-2181医療法人仁医会　理事染矢　克己 平17. 1. 1一般    診療所
     クリニック 枚方市山之上二丁目９番２４号 常　勤:    2長　染矢　克己 組織変更 ひ   内   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337724-06681 医療法人誠友会　森口〒573-0064 072-835-7533医療法人誠友会　理事森口　誠 平17. 1. 1耳い 気食 診療所
     耳鼻咽喉科 枚方市北中振一丁目１６番８号 常　勤:    1長　森口　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337824-06699 医療法人　竹広内科 〒573-1106 072-856-5151医療法人竹広内科　理竹 　美方子 平17. 1. 1内   診療所
     枚方市町楠葉一丁目６番１０号 常　勤:    2事長　竹廣　猛 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 337924-06707 おくクリニック 〒573-0164 072-850-5051奥　 彦 奥　 彦 平17. 2. 1内   消   こう診療所
     枚方市長尾谷町二丁目１３番１８常　勤:    1 新規 現存
     号枚方長尾ＮＴビル１Ｂ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338024-06731 樋之上診療所 〒573-1128 072-809-0126吉田　節子 吉田　節子 平17. 2. 1内   皮   診療所
     枚方市樋之上町５番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338124-06749 三戸内科医院 〒573-1111 072-857-6968三戸　隆 三戸　隆 平17. 1. 1内   循   診療所
     枚方市楠葉朝日二丁目１３番８号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338224-06756 李クリニック 〒573-0013 072-849-6304李　龍彦 李　龍彦 平17. 4. 1外   整外 皮  診療所
     枚方市星丘二丁目１４番２６号 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338324-06764 和久田クリニック 〒573-0084 072-837-5688和久田　晃司 和久田　晃司 平17. 4. 1一般         1診療所
     枚方市香里ケ丘十丁目３７３２番常　勤:    2 新規 内   胃   婦  現存
     １４号 (医       2) 平29. 4. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338424-06806 サール・ナート診療所〒573-0073 072-860-1117社会福祉法人　バルツ小菓　裕成 平17. 5. 1内   診療所
     枚方市高田二丁目４０番１号 常　勤:    1ァ事業会　理事長　田 新規 現存
     (医       1)伏　清 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338524-06822 一色クリニック 〒573-0022 072-848-5555一色　百合子 一色　百合子 平17. 4. 1内   診療所
     枚方市宮之阪二丁目３番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338624-06848 医療法人康成会　大星〒573-1196 072-805-0055医療法人康成会　理事花田　繁 平17. 6. 1内   診療所
     クリニック 枚方市中宮本町７番１５号 常　勤:    2長　堀井　康弘 新規 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338724-06863 医療法人　すずらん会〒573-0051 072-841-2130医療法人　すずらん会阪口　昌子 平17. 7. 1外   形外 内  診療所
     　阪口医院 枚方市三矢町８番２４号 常　勤:    1　理事長　阪口　昌子 組織変更 胃   皮   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 338824-06871 医療法人　やしろ皮膚〒573-1143 072-864-1312医療法人　やしろ皮膚八代　典子 平17. 7. 1皮   アレ 診療所
     科 枚方市宇山町５番１７号 常　勤:    1科　理事長　八代　典 組織変更 現存
     (医       1)子 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338924-06889 医療法人　亀寿会　亀〒573-1192 072-848-8866医療法人　亀寿会　理亀岡　慶一 平17. 7. 1内   精   診療所
     岡内科 枚方市西禁野ニ丁目２番２８号第常　勤:    2事長　亀岡　慶一 組織変更 現存
     １黒川ビル１階 (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339024-06897 医療法人　おぐら皮フ〒573-0064 072-802-3333医療法人　おぐら皮フ小倉　睦実 平17. 7. 1皮   診療所
     科 枚方市北中振三丁目２０番３６号常　勤:    1科　理事長　小倉　睦 組織変更 現存
     　秋山ビル　１０２号 (医       1)実 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339124-06905 やりやまクリニック 〒573-0075 072-852-8181鎗山　秀人 鎗山　秀人 平17. 8. 1胃   外   内  診療所
     枚方市東香里二丁目２７番２１号常　勤:    1 新規 現存
     　北ビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339224-06913 医療法人　前田眼科 〒573-0032 072-844-2820医療法人前田眼科　理前田　一美 平17. 7. 1眼   診療所
     枚方市岡東町１２番－１－４０８常　勤:    2事長　前田　一美 移転 現存
     号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339324-06921 大谷内科クリニック 〒573-0077 072-860-1555大谷　勝彦 大谷　勝彦 平17. 9. 1内   循   アレ診療所
     枚方市東香里新町１番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339424-06947 きたはら耳鼻咽喉科 〒573-0084 072-835-3341北原　民雄 北原　民雄 平18. 2. 1耳い 診療所
     枚方市香里ケ丘十丁目３７３２－常　勤:    1 新規 現存
     １４　日大ビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339524-06954 社会福祉法人　聖徳園〒573-0084 072-854-5826社会福祉法人聖徳園　古川　浩三 平18. 2. 1内   整外 精  診療所
     診療所 枚方市香里ケ丘三丁目１５番地１常　勤:    1理事長　三上　了道 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339624-06962 有地眼科医院 〒573-1144 072-857-7014有地　美和 有地　美和 平18. 1. 1眼   診療所
     枚方市牧野本町一丁目２８番１７常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
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 339724-06970 関西医科大学附属病院〒573-1191 072-804-0101学校法人　関西医科大澤田　敏 平18. 1. 1一般       751特定機能
     (24-66970 ) 枚方市新町二丁目３番１号 常　勤:  351学　理事長　山下　敏 移転 内   呼内 循  病院
     (医     349)夫 平30. 4. 1消   心内 神内現存
     (歯       2) 小   精   外  
     非常勤:  193 小外 心外 呼外
     (医     192) 脳外 整外 皮  
     (歯       1) ひ   眼   耳い
     放   産婦 形外
     麻   臨床 病理
     リハ リウ 歯  
     歯外 他   
     糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339824-06988 てらしま皮フ科 〒573-0164 072-866-1215寺嶋　亨 寺嶋　亨 平18. 3. 1皮   アレ 診療所
     枚方市長尾谷町二丁目１３番１８常　勤:    1 新規 現存
     号枚方長尾ＮＴビル２階Ｂ号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339924-06996 耳鼻咽喉科岩井クリニ〒573-1114 072-867-1810岩井　浩治 岩井　浩治 平18. 3. 1耳い 診療所
     ック 枚方市東山一丁目４９番１２　２常　勤:    2 新規 現存
     階 (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340024-07051 医療法人　山本内科 〒573-0084 072-853-5745医療法人　山本内科　山本　寿郎 平18. 5. 1内   循   診療所
     枚方市香里ケ丘十二丁目２８番１常　勤:    1理事長　山本　寿郎 移転 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340124-07069 医療法人貴和会　奥田〒573-1191 072-843-3535医療法人貴和会　理事 田　信昭 平18. 7. 1内   循   皮  診療所
     クリニック 枚方市新町一丁目７番７号 常　勤:    2長　 田　信昭 新規 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340224-07077 夢心診療所 〒573-0161 072-866-3939社会福祉法人　清松福諏訪　正美 平18. 7. 1内   神内 診療所
     枚方市長尾北町一丁目１７８５番常　勤:    1祉会　理事長　中川　 新規 現存
     ２ (医       1)龍博 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340324-07085 医療法人　誠幸会　わ〒573-0163 072-857-0515医療法人　誠幸会　理和田　誠 平18. 7. 1整外 外   リハ診療所
     だ整形外科クリニック枚方市長尾元町二丁目１番２１号常　勤:    1事長　和田　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340424-07093 医療法人　愛和会　新〒573-1162 072-848-0011医療法人　愛和会　理吾郷　一朗 平18. 7. 1一般        60病院
     世病院 枚方市田口五丁目１１番１号 常　勤:    4事長　吾郷　一朗 組織変更 療養        60現存
     (医       4) 平24. 7. 1脳外 外   整外
     非常勤:   31 内   ひ   放  
     (医      31) リハ 
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 340524-07101 医療法人　敬節会　敬〒573-0032 072-804-5522医療法人　敬節会　理髙田　睦美 平18.11. 1内   外   皮  診療所
     節クリニック 枚方市岡東町１２番３－４０２号常　勤:    3事長　髙田　達良 新規 放   循   消  現存
     (医       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340624-07127 上田クリニック 〒573-0022 072-848-1313上田　新 上田　新 平19. 1. 1内   診療所
     枚方市宮之阪三丁目６番３１号宮常　勤:    1 新規 現存
     之阪駅前ビル１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340724-07135 医療法人りんどう会　〒573-1151 072-855-2881医療法人りんどう会　原　一郎 平19. 1. 1内   外   リハ診療所
     双葉クリニック 枚方市東牧野町３０番５号 常　勤:    1理事長　多田　正知 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340824-07143 医療法人　いとう耳鼻〒573-0084 072-854-1187医療法人いとう耳鼻咽伊東　明彦 平18.12. 1耳い 診療所
     咽喉科 枚方市香里ヶ丘二丁目１番６号ト常　勤:    1喉科　理事長　伊東　 移転 現存
     ップワールド香里ヶ丘２階 (医       1)明彦 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340924-07168 医療法人　谷口内科 〒573-1105 072-851-2221医療法人　谷口内科　谷口　信博 平19. 1. 1内   胃   リハ診療所
     枚方市南楠葉一丁目１番２９号 常　勤:    1理事長　谷口　信博 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341024-07176 医療法人　弘星会　中〒573-0013 072-849-3057医療法人　弘星会　理中川　義弘 平19. 1. 1内   消   小  診療所
     川医院 枚方市星丘三丁目１６番１５号 常　勤:    1事長　中川　義弘 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341124-07192 医療法人　昭正会　森〒573-1123 072-857-6539医療法人　昭正会　理森川　正章 平19. 1. 1内   循   小  診療所
     川医院 枚方市南船橋一丁目２番２９号 常　勤:    2事長　森川　正章 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341224-07200 医療法人　正一会　浦〒573-0121 072-859-1332医療法人　正一会　理浦　正道 平19. 1. 1内   循   診療所
     医院 枚方市津田北町二丁目２６番１号常　勤:    1事長　浦　正道 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341324-07218 なんの医院 〒573-1171 072-856-0107南野　達夫 南野　達夫 平19. 1. 1内   消   診療所
     枚方市三栗一丁目１４番１２号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 341424-07226 松村クリニック 〒573-0032 072-861-0010松村　喜志雄 松村　喜志雄 平19. 5. 1心内 神内 神  診療所
     枚方市岡東町１３番２２号ウィス常　勤:    1 移転 精   現存
     テリア枚方ビル６階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341524-07234 医療法人　あつみ消化〒573-1105 072-850-1232医療法人あつみ消化器渥美　正英 平19. 7. 1消   内   診療所
     器クリニック 枚方市南楠葉一丁目１９番１４号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)渥美　正英 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341624-07242 医療法人　山田誠クリ〒573-1116 072-864-0055医療法人山田誠クリニ山田　誠 平19. 7. 1内   胃   リハ診療所
     ニック 枚方市船橋本町二丁目５２番地ミ常　勤:    1ック　理事長　山田　 組織変更 現存
     ラーズ・ファーム船橋１０１号室(医       1)誠 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341724-07259 医療法人さつき会　柏〒573-1151 072-850-5087医療法人さつき会　理柏原　元 平19. 7. 1耳い 診療所
     原耳鼻咽喉科 枚方市東牧野町３０番１０号 常　勤:    1事長　柏原　元 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341824-07267 医療法人月英会　中山〒573-0164 072-836-0111医療法人月英会　理事中山　智寛 平19. 7. 1眼   診療所
     眼科医院 枚方市長尾谷町二丁目１３番地１常　勤:    1長　中山　智寛 組織変更 現存
     ８号枚方長尾ＮＴビルⅠ－Ａ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341924-07309 片瀬医院 〒573-1192 072-847-6438田代　香織 田代　香織 平19.11. 2内   診療所
     枚方市西禁野二丁目１７番１４号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342024-07325 山之上ほりうちこども〒573-0047 072-814-8488堀内　俊幸 堀内　俊幸 平20. 4. 1小   診療所
     クリニック 枚方市山之上四丁目５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342124-07333 大島医院 〒573-0075 072-854-1112大島　茂 大島　茂 平20. 5. 1皮   診療所
     枚方市東香里一丁目２４番３０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342224-07341 ほしやクリニック 〒573-1152 072-857-7891星屋　泰則 星屋　泰則 平20. 7. 1外   小   内  診療所
     枚方市招提中町二丁目１番４号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342324-07382 医療法人　渡辺眼科 〒573-0125 072-858-2181医療法人渡辺眼科　理渡邊　敏夫 平20. 8. 1眼   診療所
     枚方市津田駅前一丁目１７番２７常　勤:    2事長　渡邊　敏夫 移転 現存
     号 (医       2) 平26. 8. 1
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 342424-07390 中町眼科 〒573-0036 072-804-9210中町　容子 中町　容子 平20.10. 1眼   診療所
     枚方市伊加賀北町７番５２クオー常　勤:    1 新規 現存
     レ枚方公園１０３号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342524-07408 医療法人福命会　くず〒573-1121 072-868-8882医療法人福命会　理事玉井　賢 平20.10. 1放   内   神内診療所
     は画像診断クリニック枚方市楠葉花園町１１番３号ファ常　勤:    2長　井上　敬 新規 現存
     インシティくずは１Ｆ (医       2) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342624-07424 耳鼻咽喉科いとうクリ〒573-0036 072-844-4187伊藤　尚 伊藤　尚 平20.12. 1耳い 診療所
     ニック 枚方市伊加賀北町７－５２クオー常　勤:    1 新規 現存
     レ枚方公園３０１ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342724-07440 医療法人明愛会　きた〒573-0084 072-860-1172医療法人明愛会　理事北山　等 平21. 1. 1内   アレ 診療所
     やま内科クリニック 枚方市香里ケ丘二丁目１番６号 常　勤:    1長　北山　等 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342824-07457 かわむらのりこクリニ〒573-1105 072-855-1508河村　敬子 河村　敬子 平21. 3. 1心内 精   診療所
     ック 枚方市南楠葉一丁目３０番１号エ常　勤:    1 新規 現存
     クセレント辻ビル２階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342924-07465 医療法人貴和会　枚方〒573-0036 072-804-5557医療法人貴和会　理事奥田　幸世 平21. 4. 1内   循   診療所
     公園前クリニック 枚方市伊加賀北町７番５２－１０常　勤:    1長　 田　信昭 新規 内科、循環器内現存
     １ (医       1) 平27. 4. 1科、腎臓内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343024-07481 医療法人昭征会　さか〒573-0102 072-866-0160医療法人昭征会　理事辻本　一也 平21. 5. 1内   外   診療所
     の北山クリニック 枚方市長尾家具町三丁目３番３０常　勤:    1長　坂野　昭 移転 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343124-07507 医療法人慈明会　こう〒573-0022 072-805-3270医療法人慈明会　理事香山　正紀 平21. 7. 1眼   診療所
     やま眼科 枚方市宮之阪三丁目６番３１号宮常　勤:    2長　香山　正紀 組織変更 現存
     之阪駅前ビル２階 (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 343224-07523 医療法人毅峰会　吉田〒573-0064 072-833-1831医療法人毅峰会吉田病吉田　和正 平21.10. 5一般        58病院
     病院 枚方市北中振三丁目８番１４号 常　勤:   10院　理事長　吉田　直 移転 外   内   心外現存
     (医      10)正 平27.10. 5整外 脳外 ひ  
     非常勤:   71 リハ 放   循  
     (医      71) 胃   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343324-07531 ますい心療内科 〒573-0027 072-843-3355枡井　裕子 枡井　裕子 平21.11. 1心内 精   診療所
     枚方市大垣内町二丁目６番５号松常　勤:    1 新規 現存
     下ビル４階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343424-07549 山田メディカルクリニ〒573-0032 072-804-3008山田　修 山田　修 平21.11. 1内   消   診療所
     ック 枚方市岡東町１８番１５号藤白・常　勤:    1 新規 内科、消化器内現存
     戎ビル３階 (医       1) 平27.11. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343524-07556 にしうえファミリーク〒573-1116 072-855-0001西上　尚志 西上　尚志 平21.10. 1内   小   循  診療所
     リニック 枚方市船橋本町二丁目３４番地 常　勤:    1 継承 循環器内科 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343624-07564 医療法人祥風会　都丘〒573-1165 072-805-3323医療法人祥風会　理事武田　実 平22. 4. 1内   精   診療所
     みどりクリニック 枚方市都丘町３８番５号 常　勤:    1長　上田　澤子 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343724-07598 たかだ耳鼻咽喉科・小〒573-1121 072-850-3344髙田　剛資 髙田　剛資 平22. 5. 1耳い 小   アレ診療所
     児科クリニック 枚方市楠葉花園町１１番３号京阪常　勤:    1 新規 現存
     くずはメディケアモール２階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343824-07648 いまいずみ眼科クリニ〒573-1106 072-867-2525今泉　正仁 今泉　正仁 平22. 8. 1眼   診療所
     ック 枚方市町楠葉一丁目６番６号くず常　勤:    1 新規 現存
     はサングリーンビル４階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343924-07663 やすだメンタルクリニ〒573-0032 072-843-5505安田　究 安田　究 平22.10. 1心内 精   診療所
     ック 枚方市岡東町１４番４３号田口ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル６階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344024-07671 庄野クリニック 〒573-0162 072-808-7767庄野　真次 庄野　真次 平22.11. 1内   循   呼  診療所
     枚方市長尾西町二丁目１０番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
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 344124-07689 北河内夜間救急センタ〒573-1197 072-840-7555枚方市長　伏見　隆 藤本　良知 平22.11. 1小   診療所
     ー 枚方市禁野本町二丁目１３番１３常　勤:    2 移転 現存
     号 (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344224-07697 医療法人　整流会　み〒573-0064 072-837-3100医療法人　整流会　理宮島　茂夫 平23. 1. 1リウ 整外 リハ診療所
     やしまリウマチ整形外枚方市北中振三丁目２３番１５号常　勤:    1事長　宮島　茂夫 組織変更 現存
     科クリニック (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344324-07713 医療法人讃高会　高井〒573-0126 072-858-7272医療法人讃高会　理事前田　勝平 平23. 3. 1一般 病院
     病院 枚方市津田西町一丁目３７番８号常　勤:    5長　前田　勝平 組織変更     一般    32現存
     (医       5) 平29. 3. 1療養
     非常勤:   18     療養    34
     (医      18) 整外 リハ 消  
     呼内 
     ０８消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344424-07721 てるクリニック 〒573-0084 072-807-0006田川　輝璋 田川　輝璋 平23. 4. 1内   消   外  診療所
     枚方市香里ケ丘三丁目１１番１号常　勤:    1 新規 現存
     ２１２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344524-07739 ほりぐち皮ふ科クリニ〒573-1121 072-857-6512堀口　裕治 堀口　裕治 平23. 5. 1皮   診療所
     ック 枚方市楠葉花園町１１番３－２０常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344624-07747 とごう皮フ科形成外科〒573-0032 072-846-7777都甲　武史 都甲　武史 平23. 4. 1皮   形外 内  診療所
     クリニック 枚方市岡東町１８－１５　藤白・常　勤:    2 移転 現存
     戎ビル４階 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344724-07762 野村皮フ科 〒573-1111 072-857-3102野村　一史 野村　一史 平23. 5. 1皮   診療所
     枚方市楠葉朝日３－６－３４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344824-07770 渚クリニック 〒573-1183 072-848-7767笹　征史 笹　征史 平23. 7. 1内   精   耳い診療所
     枚方市渚南町２５－１２ 常　勤:    2 移転 整外 皮   心内現存
     (医       2) 平29. 7. 1小   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344924-07788 のせクリニック 〒573-1149 072-857-2769能勢　敦子 能勢　敦子 平23. 7. 1内   診療所
     枚方市牧野北町７－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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 345024-07796 つじなか内科 〒573-1111 072-850-0118 中　克昌 中　克昌 平23.10. 1内   循   診療所
     枚方市楠葉朝日２丁目４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345124-07804 医療法人　讃高会　た〒573-0126 072-897-0880医療法人　讃高会　理市村　善宣 平23. 9. 1整外 リハ 診療所
     かいクリニック 枚方市津田西町１丁目３７番２０常　勤:    3事長　前田　勝平 組織変更 現存
     号 (医       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345224-07820 医療法人内藤会　内藤〒573-0066 072-804-5566医療法人内藤会　理事内藤　雄二 平23.10. 1内   小   消  診療所
     クリニック 枚方市伊加賀西町５１番２５号 常　勤:    1長　内藤　雄二 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345324-07838 ふしたにクリニック 〒573-1146 072-845-5020伏谷　俊朗 伏谷　俊朗 平23.12. 1内   胃   診療所
     枚方市牧野阪二丁目３－１１ダサ常　勤:    1 新規 現存
     ルダマイＵＮＤ１０１号室 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345424-07853 中島外科胃腸科 〒573-1111 072-857-1551中島　祐介 中島　祐介 平24. 1. 5外   内   消  診療所
     枚方市楠葉朝日３－６－３０ 常　勤:    1 継承 整外 こう 現存
     (医       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345524-07861 医療法人　星明会　南〒573-1183 072-807-3412医療法人　星明会　理南　政宏 平24. 1. 1眼   診療所
     眼科 枚方市渚南町２４番１２号 常　勤:    1事長　南　政宏 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345624-07879 社会医療法人美杉会　〒573-1124 072-864-0252社会医療法人美杉会　前川　尚三 平24. 6. 1一般        19診療所
     前川診療所 枚方市養父東町６３番１号 常　勤:    1理事長　佐藤　眞杉 組織変更 小   耳い 皮  現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345724-07887 医療法人　おがた小児〒573-0053 072-845-2626医療法人　おがた小児緒方　肇 平24. 6. 1小   アレ 診療所
     科 枚方市伊加賀南町５番４号 常　勤:    1科　理事長　緒方　肇 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345824-07895 医療法人　陽恵会　や〒573-1121 072-850-7372医療法人　陽恵会　理安本　真悟 平24. 7. 1内   胃   診療所
     すもとクリニック 枚方市楠葉花園町１１番３－２０常　勤:    1事長　安本　真悟 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 345924-07937 医療法人　徳志会　折〒573-1111 072-857-0243医療法人　徳志会　理折野　一郎 平24.10.15一般        15診療所
     野産婦人科 枚方市楠葉朝日３丁目６番２８号常　勤:    2事長　折野　一郎 移転 産婦 現存
     (医       2) 平24.10.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346024-07945 医療法人みどり会　中〒573-0104 072-868-2071医療法人みどり会　理高橋　輝 平24.12. 1一般        52病院
     村病院 枚方市長尾播磨谷１丁目２８３４常　勤:   16事長　中村　猛 移転 療養       154現存
     番地５ (医      16) 平24.12. 1内   外   整外
     非常勤:   31 眼   消   循  
     (医      31) 呼   心内 精  
     ひ   皮   放  
     リハ 麻   神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346124-07952 医療法人みどり会　中〒573-0152 072-868-2070医療法人みどり会　理高橋　輝子 平25. 1. 1内   リハ 診療所
     村記念クリニック 枚方市藤阪中町３番２０号 常　勤:    1事長　中村　猛 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346224-07960 医療法人松人会　まつ〒573-1121 072-868-0112医療法人松人会　理事松本　文人 平25. 1. 1眼   診療所
     もと眼科クリニック 枚方市楠葉花園町１５－１－１２常　勤:    1長　松本　文人 組織変更 現存
     ０ＫＵＺＵＨＡ　ＭＡＬＬ本館１(医       1) 平25. 1. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346324-07978 医療法人　保光会　き〒573-0163 072-864-0202医療法人　保光会　理北野　保子 平25. 1. 1眼   診療所
     たの眼科 枚方市長尾元町２丁目１番１０号常　勤:    1事長　北野　保子 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346424-07986 医療法人　やまもと耳〒573-0164 072-864-1171医療法人　やまもと耳山本　博史 平25. 1. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科 枚方市長尾谷町二丁目１３番１８常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　山 組織変更 現存
     号長尾谷町ＮＴビルⅡ－Ａ (医       1)本　博史 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346524-07994 医療法人　ふじやまク〒573-1142 072-856-7500医療法人　ふじやまク藤山　総一郎 平25. 1. 1内   循   小  診療所
     リニック 枚方市牧野下島町１５番１号 常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       1)山　総一郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346624-08018 ボーボット・メディカ〒573-0032 072-861-5135亀廣　聡 亀廣　聡 平25. 3. 1心内 精   診療所
     ル・クリニック 枚方市岡東町１２－１サンプラザ常　勤:    2 新規 現存
     １号館　４階 (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346724-08026 岡田クリニック 〒573-1105 072-807-6727岡田　尊司 岡田　尊司 平25. 4. 1心内 精   診療所
     枚方市南楠葉１丁目２６番５号ク常　勤:    1 新規 現存
     リスタルパレス中西２０１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 346824-08034 地方独立行政法人大阪〒573-0022 072-847-3261地方独立行政法人　大籠本　孝雄 平25. 4. 1精神       473病院
     (24-68034 ) 府立病院機構　大阪精枚方市宮之阪３丁目１６番２１号常　勤:   35阪府立病院機構　理事 移転 精   小   歯  現存
     神医療センター (医      35)長　遠山　正彌 平25. 4. 1精神科、児童思
     非常勤:   21 春期精神科
     (医      20)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346924-08059 えだがわ胃腸内科クリ〒573-1135 072-851-5656枝川　豪 枝川　豪 平25. 9. 4内   胃   診療所
     ニック 枚方市招提平野町５番－２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347024-08083 福田総合病院 〒573-1178 072-847-5752福田　秀光 福田　正剛 平25.12.15一般       171病院
     枚方市渚西１丁目１８番地１１号常　勤:    8 継承 内   外   整外現存
     (医       8) 平25.12.15神内 心内 精  
     非常勤:   40 消   循   小  
     (医      40) 眼   こう 皮  
     ひ   放   麻  
     アレ リウ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347124-08091 医療法人　友善会　と〒573-0064 072-802-5880医療法人　友善会　理友田　伊一朗 平26. 1. 1内   消   リハ診療所
     もだクリニック 枚方市北中振一丁目２２番３号 常　勤:    1事長　友田　伊一朗 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347224-08109 医療法人　北辰会　有〒573-1195 072-847-2606医療法人　北辰会　理柴原　伸久 平26. 3. 1一般       157病院
     澤総合病院 枚方市中宮東之町１２番１４号 常　勤:   12事長　柴原　伸久 組織変更 内   透析 外  現存
     (医      12) 平26. 3. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:   51 眼   耳い 放  
     (医      51) 婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347324-08117 脳神経内科　はつたク〒573-1121 072-850-8692初田　裕幸 初田　裕幸 平26. 5. 1神内 診療所
     リニック 枚方市樟葉花園町１１番３号京阪常　勤:    1 新規 現存
     くずはメディケアモール２階 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347424-08125 ゆう眼科 〒573-0126 072-807-7831和田　優子 和田　優子 平26. 5. 1眼   診療所
     枚方市津田西町２丁目３３番３号常　勤:    1 新規 現存
     オカモトビル１階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347524-08133 中村医院 〒573-1107 072-857-7580中村　彰利 中村　彰利 平26. 4. 1内   小   診療所
     枚方市楠葉中町４４番２３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 347624-08141 枚方市保健所 〒573-0027 072-845-3151枚方市市長　伏見　隆白井　千香 平26. 4. 1内   診療所
     枚方市大垣内町２丁目２番２号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347724-08166 医療法人慈明会　こう〒573-0084 072-853-0037医療法人慈明会　理事杜　百合子 平26. 9. 1眼   診療所
     やま眼科　香里ヶ丘院枚方市香里ケ丘６丁目８番 常　勤:    2長　香山　正紀 新規 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347824-08174 市立ひらかた病院 〒573-1013 072-847-2821枚方市長　伏見　隆 森田　眞照 平26.10. 1一般       327病院
     (24-68174 ) 枚方市禁野本町２丁目１４番１号常　勤:   84 移転 一般（感染） 現存
     (医      80) 平26.10. 1             8
     (歯       4) 内   循   消  
     非常勤:    2 呼内 小   外  
     (医       2) 形外 整外 脳外
     心外 呼外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     歯外 麻   救命
     病理 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347924-08182 センチュリークリニッ〒573-1121 072-807-5601佐藤　正博 佐藤　正博 平26.12. 1内   診療所
     ク 枚方市楠葉花園町５番くずはセン常　勤:    1 新規 現存
     チュリータウン１番館１０１号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348024-08190 医療法人緑樹会　やま〒573-1106 072-866-8880医療法人緑樹会　理事山内　健 平27. 1. 1心内 神内 精  診療所
     うちクリニック 枚方市町楠葉一丁目２番１６号パ常　勤:    1長　山内　健 組織変更 現存
     ークリセス１０２ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348124-08208 医療法人万緑会　ひぐ〒573-1162 072-807-5550医療法人万緑会　理事樋口　万緑 平27. 1. 1小   診療所
     ち小児科 枚方市田口３丁目１番２号コイデ常　勤:    2長　樋口　万緑 組織変更 現存
     ビル１Ｆ (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348224-08216 医療法人桜花会　あき〒573-0024 072-861-1703医療法人桜花会　理事明瀨　大輔 平27. 1. 1一般        14診療所
     せウィメンズクリニッ枚方市田宮本町９番４５号 常　勤:    3長　明瀨　大輔 組織変更 産   婦   現存
     ク (医       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348324-08224 東香里第二病院 〒573-0073 072-853-0502医療法人三上会　理事井家上　讓 平27. 3. 1精神        78病院
     枚方市高田二丁目２８番３０号 常　勤:    2長　三上　裕司 新規 介護        39現存
     (医       2) 平27. 3. 1精   内   
     非常勤:   10
     (医      10)
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 348424-08232 香里ヶ丘ほりのうち整〒573-0084 072-854-6060堀之内　崇 堀之内　崇 平27. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科・リウマチ科 枚方市香里ケ丘６丁目８番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348524-08240 たなか内科・循環器内〒573-1197 072-808-8830田中　宏治 田中　宏治 平27. 6. 1内   循   診療所
     科 枚方市禁野本町２丁目７－２６　常　勤:    1 新規 現存
     １０１号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348624-08265 医療法人優心会　優心〒573-0022 072-848-6767医療法人優心会　理事牧　典彦 平27. 8. 1内   和漢 消  診療所
     会ほほえみクリニック枚方市宮之阪２丁目１７番６号 常　勤:    1長　中村　充彦 組織変更 アレ リウ リハ現存
     (医       1) 平27. 8. 1外   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348724-08273 いのうえ耳鼻咽喉科 〒573-0086 072-834-5530井上　俊哉 井上　俊哉 平27.11. 1耳い 診療所
     枚方市香里園町９番２５－２０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348824-08281 吉田クリニック 〒573-0086 072-834-0588吉田　直正 吉田　直正 平27.11. 1ひ   内   診療所
     枚方市香里園町９番２５－３０１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:   37
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348924-08299 医療法人讃高会　穂谷〒573-0112 072-897-2222医療法人讃高会　理事高井　澄男 平27.11. 1内   整外 診療所
     クリニック 枚方市尊延寺６丁目３１番１０号常　勤:    2長　前田　勝平 移転 現存
     (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349024-08307 川口脳神経外科リハビ〒573-0086 072-835-1010川口　 也 川口　 也 平27.12. 1脳外 リハ 放  診療所
     リクリニック 枚方市香里園町９－２５－２０２常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349124-08315 こうの整形外科 〒573-1121 072-868-6800河野　弘昭 河野　弘昭 平28. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     枚方市楠葉花園町１１番３－２０常　勤:    1 組織変更 現存
     ７号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349224-08323 医療法人星明会　南眼〒573-0084 072-807-3921医療法人星明会　理事南　雅之 平28. 2. 1眼   診療所
     科香里ヶ丘中央クリニ枚方市香里ケ丘四丁目２番地の３常　勤:    1長　南　政宏 新規 現存
     ック (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 349324-08331 医療法人成育会　なり〒573-0032 072-861-1103医療法人成育会　理事安田　進太郎 平28. 4. 1一般        23病院
     もとレディースホスピ枚方市岡東町１４－２８ 常　勤:    5長　成本　勝彦 組織変更 産   婦   麻  現存
     タル (医       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349424-08349 こさか整形外科リウマ〒573-1168 072-898-1161小坂　理也 小坂　理也 平28. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     チクリニック 枚方市甲斐田東町９番５－１０１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349524-08364 医療法人成育会　ひら〒573-0027 072-804-4124医療法人成育会　理事粟田　松一郎 平28. 8. 1婦   診療所
     かたＡＲＴクリニック枚方市大垣内町二丁目１７番１３常　勤:    1長　成本　勝彦 新規 現存
     号枚方洛元ビル３階４階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349624-08372 西本クリニック 〒573-0023 072-846-7778西本　和彦 西本　和彦 平28. 7. 4ひ   皮   内  診療所
     枚方市東田宮１丁目６番１５号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 4
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349724-08380 くすのき診療所 〒573-1105 072-866-2001田中　研三 田中　研三 平28. 9. 1内   小   診療所
     枚方市南楠葉１－２８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349824-08398 医療法人　おかだ眼科〒573-0064 072-803-7050医療法人おかだ眼科　岡田　康平 平28. 9. 1眼   診療所
     枚方市北中振四丁目８番１５号友常　勤:    1理事長　岡田　康平 組織変更 現存
     田ビル１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349924-08406 医療法人心信会　大川〒573-1197 072-805-4810医療法人心信会　理事大川　博永 平28.11. 1内   透析 心外診療所
     バスキュラーアクセス枚方市禁野本町一丁目１６番６号常　勤:    2長　池田　潔 新規 現存
     ・腎クリニック アクロポリス有馬２階 (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350024-08414 医療法人礼泰会　さわ〒573-0084 072-852-1177医療法人礼泰会　理事澤井　宏和 平29. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     いリウマチ整形外科ク枚方市香里ヶ丘三丁目１１番１号常　勤:    1長　澤井　宏和 組織変更 現存
     リニック ＣＯＮＯＢＡ香里ヶ丘Ｂ棟２１３(医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350124-08422 医療法人太滋堂　山中〒573-0032 072-843-7256医療法人太滋堂　理事山中　滋木 平29. 3. 1皮   ひ   診療所
     診療所 枚方市岡東町１２番１－４０６号常　勤:    1長　山中　滋木 組織変更 現存
     ひらかたサンプラザ１号館４階 (医       1) 平29. 3. 1
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 350224-08430 三上こどもクリニック〒573-0076 072-807-0415三上　泰司 三上　泰司 平29. 4. 1小   アレ 診療所
     枚方市東香里元町１０－４８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350324-08448 医療法人　岡崎耳鼻咽〒573-0163 072-851-0787医療法人岡崎耳鼻咽喉岡崎　はるか 平29. 5. 1耳い 診療所
     喉科医院 枚方市長尾元町五丁目２１番３０常　勤:    1科医院　理事長　岡崎 移転 現存
     号 (医       1)　はるか 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350424-08455 服部あたまクリニック〒573-1197 072-840-0929服部　伊太郎 服部　伊太郎 平29. 7. 1脳外 神内 診療所
     枚方市禁野本町１丁目１６番５号常　勤:    1 新規 現存
     グランドリス有馬１０１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350524-08463 のだ女性クリニック 〒573-0032 072-843-3267野田　穂寿美 野田　穂寿美 平29. 8. 1婦   産婦 内  診療所
     枚方市岡東町１４－４８　山口ビ常　勤:    1 継承 現存
     ル４階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350624-08489 医療法人　香里ヶ丘大〒573-0084 072-853-0800医療法人香里ヶ丘大谷大谷　肇 平29. 9. 1内   循   リハ診療所
     谷ハートクリニック 枚方市香里ケ丘６丁目８番地 常　勤:    1ハートクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　大谷　肇 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350724-08497 関西医科大学くずは病〒573-1121 072-809-0005学校法人関西医科大学今村　洋二 平30. 1. 1一般        60病院
     院 枚方市楠葉花園町４番１号 常　勤:    3　理事長　山下　敏夫 継承 療養        34現存
     (医       3) 平30. 1. 1内   呼内 循  
     非常勤:   52 消   外   整外
     (医      52) 脳外 皮   ひ  
     放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350824-08505 皮ふ科クリニックふさ〒573-1194 072-805-2323東田　敏明 東田　敏明 平30. 2. 1皮   診療所
     枚方市中宮北町１番１５号枚方ク常　勤:    1 新規 現存
     リニックプラザ２階２０１ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350924-08513 水野内科循環器内科 〒573-1144 072-845-5255水野　博之 水野　博之 平30. 2. 1内   循   診療所
     枚方市牧野本町１丁目９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351024-08521 竹尾クリニック 〒573-0032 072-844-1118竹尾　元裕 竹尾　元裕 平29.12.31内   消   診療所
     枚方市岡東町１４番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351124-08539 くりもとクリニック 〒573-0156 072-851-1233栗本　修次 栗本　修次 平30. 2. 1内   外   診療所
     枚方市藤阪南町２丁目６－２ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 351224-08547 医療法人真樹会　よつ〒573-0061 072-846-6666医療法人真樹会　理事塚口　哲次 平30. 2. 1内   診療所
     葉ホームクリニック 枚方市伊加賀寿町１７番１４号 常　勤:    2長　松原　弘明 継承 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351324-08554 つじ脳神経外科クリニ〒573-1118 072-855-8200 　雅之 　雅之 平30. 4. 1脳外 リハ 診療所
     ック 枚方市楠葉並木二丁目２６番１号常　勤:    1 新規 現存
     グランドソレーユ楠葉１０５号室(医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351424-08562 わたなべクリニック 〒573-0163 072-807-4556渡邉　明 渡邉　明 平30. 4. 1心内 精   診療所
     枚方市長尾元町２－２２－１ＴＭ常　勤:    1 新規 現存
     －Ⅱビル２０２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351524-08570 医療法人創青会　枚方〒573-0031 072-807-7801医療法人創青会　理事青木　隆之 平30. 3. 1外   診療所
     下肢静脈瘤スキンクリ枚方市岡本町１０番３３リス・ブ常　勤:    1長　青木　剛志 組織変更 現存
     ニック東京中央美容外ラン岡本町１０１号室 (医       1) 平30. 3. 1
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351624-08588 医療法人　片村クリニ〒573-0027 072-861-3000医療法人片村クリニッ片村　憲司 平30. 3. 1小   アレ 診療所
     ック 枚方市大垣内町二丁目１７番１３常　勤:    1ク　理事長　片村　憲 組織変更 現存
     号枚方洛元ビル２階 (医       1)司 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351724-08596 医療法人健美会　ねぎ〒573-1135 072-850-4170医療法人健美会　理事根木　陽一郎 平30. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科・リウマチク枚方市招提平野町５番２２号 常　勤:    2長　根木　陽一郎 組織変更 現存
     リニック (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351824-08604 医療法人（社団）有恵〒573-0084 072-853-1181医療法人（社団）有恵赤木　繁夫 平30. 5. 1一般       171病院
     (24-68604 ) 会　香里ヶ丘有恵会病枚方市香里ヶ丘５丁目８番１号 常　勤:   15会　理事長　松本　豊 移転 内   神内 呼内現存
     院 (医      14)一郎 平30. 5. 1消   循   小  
     (歯       1) 外   整外 眼  
     非常勤:   23 皮   リハ 歯  
     (医      19)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351925-01341 岡崎整形外科医院 〒563-0032 0727-61-2801岡崎　暢之 岡崎　暢之 昭49. 5. 1整外 放   麻  診療所
     池田市石橋四丁目８番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352025-01465 堀口循環器科 〒563-0047 0727(53)3090堀口　泰範 堀口　泰範 昭52. 4. 1循   診療所
     池田市室町２－２ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
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 352125-01705 ウエダ医院 〒563-0048 0727-51-3866上田　淑行 上田　淑行 昭60. 3. 1内   小   皮  診療所
     池田市呉服町２番１７号 常　勤:    1 移転 リハ 放   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352225-01754 川中耳鼻咽喉科医院 〒563-0021 0727-53-3381川中　敏正 川中　敏正 昭62. 2. 1耳い 診療所
     池田市畑一丁目５番３１号セント常　勤:    1 新規 現存
     レートロードビル２０３号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352325-01820 医療法人　旭ヶ丘ホリ〒563-0022 0727-62-5085医療法人旭ケ丘ホリク堀　正治 昭55. 2. 1外   整外 脳外診療所
     (25-61820 ) クリニック 池田市旭丘二丁目１０番２号 常　勤:    2リニック　理事長　堀 新規 内   皮   リハ現存
     (医       1)　正治 平28. 7. 1歯   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352425-01838 医療法人　泉類整形外〒563-0056 0727-53-6123医療法人泉類整形外科泉類　博明 昭61.10. 1整外 リハ 小外診療所
     科 池田市栄町９番１３号サカエマチ常　勤:    1　理事長　泉類　博明 新規 現存
     壱番館１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352525-01853 医療法人　滝本クリニ〒563-0046 0727-53-3645医療法人滝本クリニッ滝本　昇 平 2. 1. 1外   脳外 内  診療所
     ック 池田市姫室町８番７号広瀬ハイツ常　勤:    1ク　理事長　滝本　昇 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352625-01911 医療法人　多田内科 〒563-0050 072-753-2087医療法人多田内科　理多田　勇介 平 3. 1. 1内   循   消  診療所
     池田市新町４－５ 常　勤:    1事長　多田　勇介 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352725-01929 医療法人　前田クリニ〒563-0021 072-753-7245医療法人　前田クリニ前田　泰治 平 3. 1. 1内   循   放  診療所
     ック 池田市畑２－４－３　エレガンス常　勤:    1ック　理事長　前田　 組織変更 現存
     村上１０１－１号室 (医       1)泰治 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352825-01937 井上医院 〒563-0032 0727(61)3150井上　堯司 井上　堯司 平 3. 4. 1内   皮   ひ  診療所
     池田市石橋一丁目４番４号　壱番常　勤:    1 新規 現存
     館２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352925-01945 安江眼科医院 〒563-0028 0727(53)1867安江　洋志 安江　洋志 平 3. 6. 1眼   診療所
     池田市渋谷２－５－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353025-01952 河野医院 〒563-0028 0727(51)5805河野　百合子 河野　百合子 平 3. 9. 1内   胃   放  診療所
     池田市渋谷２－５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 353125-01960 みしま眼科 〒563-0032 0727-61-5861三島　博子 三島　博子 平 3.10. 1眼   診療所
     池田市石橋一丁目９番１３号リバ常　勤:    1 新規 現存
     ティハウス石橋２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353225-02018 医療法人　岡﨑内科 〒563-0047 0727-51-3954医療法人岡﨑内科　理岡﨑　欣一 平 4. 7. 1内   診療所
     池田市室町５番５号 常　勤:    2事長　岡﨑　欣一 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353325-02059 飯尾耳鼻咽喉科 〒563-0023 0727-61-3727飯尾　明 飯尾　明 平 5. 5. 1耳い 診療所
     池田市井口堂一丁目６番３１号Ａ常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353425-02067 さやまクリニック 〒563-0023 0727-62-1773猿山　雅清 猿山　雅清 平 5. 7. 1外   整外 リハ診療所
     池田市井口堂一丁目９番２６号ア常　勤:    1 新規 現存
     ーユス井口堂１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353525-02091 松原内科 〒563-0025 072-753-1630松原　謙二 松原　謙二 平 5. 8. 1内   診療所
     池田市城南二丁目３番１号グラン常　勤:    2 継承 現存
     モン２階２０１号室 (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353625-02109 医療法人明寿会　林原〒563-0042 072-753-2333医療法人明寿会　理事林原　卓 平 6. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 池田市宇保町５－８ 常　勤:    1長　林原　卓 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353725-02133 多田眼科 〒563-0025 0727-51-3907多田　玲 多田　玲 平 6. 9. 1眼   診療所
     池田市城南二丁目１番２２号城南常　勤:    1 新規 現存
     館２階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353825-02158 医療法人　正岡クリニ〒563-0025 072-751-3136医療法人正岡クリニッ正岡　哲 平 7. 1. 1精   神内 診療所
     ック 池田市城南一丁目２番１号シーク常　勤:    1ク　理事長　正岡　哲 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353925-02174 医療法人マックシール〒563-0031 072-763-5100医療法人マックシール巽　孝彦 平 7. 2. 1一般        75病院
     　巽病院 池田市天神一丁目５番２２号 常　勤:   17　理事長　巽　孝彦 組織変更 内   呼内 消  療養病床
     (医      17) 平28. 2. 1外   心外 こう現存
     非常勤:   31 整外 リウ 放  
     (医      31) リハ 救命 循  
     麻   神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354025-02224 三好耳鼻咽喉科 〒563-0036 0727-61-8023三好　敏之 三好　敏之 平 8. 3. 1耳い 診療所
     池田市豊島北二丁目２番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 354125-02257 医療法人　池上皮膚科〒563-0032 072-762-5053医療法人　池上皮膚科池上　 彦 平 8. 7. 1皮   診療所
     池田市石橋一丁目１１番１６号 常　勤:    1　理事長　池上　 彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354225-02265 社会医療法人協和会　〒563-0011 072-754-2838社会医療法人　協和会藤井　省吾 平 8. 8. 1内   外   整外診療所
     伏尾クリニック 池田市伏尾町１２番２号 常　勤:    1　理事長　加納　繁照 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354325-02299 医療法人　黒田医院 〒563-0022 072-761-7007医療法人　黒田医院　黒田　耕平 平 9. 1. 1内   診療所
     池田市旭丘一丁目１番２９号 常　勤:    2理事長　黒田　耕平 組織変更 内科、糖尿病内現存
     (医       2) 平30. 1. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354425-02315 大久保クリニック 〒563-0056 0727-51-0077大久保　圭策 大久保　圭策 平 9. 7. 1心内 神   精  診療所
     池田市栄町９番地１３号サカエマ常　勤:    2 新規 現存
     チ壱番館１階 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354525-02364 医療法人互恵会　池田〒563-0053 0727-51-8001医療法人　互恵会　理藤原　史郎 平 9.11. 1一般        97病院
     回生病院 池田市建石町８番４７号 常　勤:    5事長　藤原　史郎 組織変更 内   アレ 外  現存
     (医       5) 平24.11. 1整外 皮   眼  
     非常勤:   37 耳い リハ 放  
     (医      36) 心内 神内 消  
     (薬       1) 循   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354625-02430 作山医院 〒563-0036 0727-61-2353作山　欽治 作山　欽治 平10. 5. 1内   循   診療所
     池田市豊島北二丁目３番１２号サ常　勤:    1 継承 現存
     ン・エクセル池田１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354725-02455 原眼科 〒563-0056 0727-51-3026原　拓 原　拓 平10. 9. 1眼   診療所
     池田市栄町２番１号池田阪急ビル常　勤:    1 継承 現存
     ２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354825-02463 太田医院 〒563-0029 0727-51-8805太田　俊行 太田　俊行 平11. 8. 1胃   外   内  診療所
     池田市五月丘五丁目１番３４号 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354925-02521 医療法人　整形外科山〒563-0046 0727-52-0010医療法人　整形外科　山﨑　敏之 平13. 1. 1整外 リハ 診療所
     﨑診療所 池田市姫室町１番１号池田ＹＭビ常　勤:    1山﨑診療所　理事長　 組織変更 現存
     ル１階 (医       1)山﨑　敏之 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355025-02539 たなべ小児科 〒563-0025 0727-50-0066田邊　裕司 田邊　裕司 平13. 2. 1小   診療所
     池田市城南一丁目５番１号カーサ常　勤:    1 新規 現存
     ポルタ１階 (医       1) 平25. 2. 1
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 355125-02547 三好内科 〒563-0048 0727-52-2936三好　洋二 三好　洋二 平13. 4. 1内   診療所
     池田市呉服町３番９号サンロイヤ常　勤:    1 新規 現存
     ル池田駅前１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355225-02554 医療法人孔明会　東保〒563-0026 0727-60-3860医療法人孔明会　理事久保田　とも 平13. 7. 1一般        19診療所
     脳神経外科 池田市緑丘二丁目２番１７号 常　勤:    2長　滝浦　文明 組織変更 脳外 整外 内  現存
     (医       2) 平25. 7. 1外   
     非常勤:   12 整形外科６月１
     (医      12) ３日、２７日７
     月以降毎金曜日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355325-02588 いさか眼科 〒563-0041 0727-54-2288猪阪　優子 猪阪　優子 平13.11.22眼   診療所
     池田市満寿美町１番１１号エスパ常　勤:    1 移転 現存
     シオマスミ２０２ (医       1) 平25.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355425-02596 大里クリニック 〒563-0027 0727-53-2553大里　和久 大里　和久 平14. 2. 1内   皮   診療所
     池田市上池田一丁目８番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355525-02604 いそがい整形外科クリ〒563-0032 0727-60-5000磯貝　 幸 磯貝　 幸 平14. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 池田市石橋二丁目１２番１３号　常　勤:    1 新規 現存
     エクセルハイツ１階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355625-02620 北大阪医療生活協同組〒563-0058 0727-51-1331北大阪医療生活協同組山本　秀樹 平14. 7. 1内   神内 整外診療所
     合　本町診療所 池田市栄本町９番４号 常　勤:    1合　理事長　河井　和 移転 現存
     (医       1)彦 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355725-02653 北村耳鼻咽喉科 〒563-0048 072-754-8733北村　健 北村　健 平15. 4. 1耳い 診療所
     池田市呉服町２番２０号クレハ２常　勤:    1 新規 現存
     ２０ビル１階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355825-02687 鈴木皮膚科クリニック〒563-0055 072-751-3618鈴木　敦 鈴木　敦 平15. 8. 1皮   診療所
     池田市菅原町８番１３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355925-02737 中原医院 〒563-0023 072-761-1003中原　逸朗 中原　逸朗 平16. 3.28内   小   診療所
     池田市井口堂三丁目４番２８号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356025-02752 天野内科循環器科 〒563-0027 072-750-2770天野　利男 天野　利男 平16.11. 1循   内   診療所
     池田市上池田一丁目１番２５号リ常　勤:    1 新規 現存
     バティライフ池田１階 (医       1) 平28.11. 1
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 356125-02786 医療法人　八木眼科 〒563-0048 0727-53-4567医療法人八木眼科　理八木　純平 平17. 1. 1眼   診療所
     池田市呉服町一丁目１番３０１号常　勤:    1事長　八木　純平 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356225-02794 小川内科 〒563-0026 072-753-7002小川　啓子 小川　啓子 平17. 1. 1内   循   神内診療所
     池田市緑丘一丁目２番８号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356325-02810 やまだクリニック 〒563-0047 072-752-1001山田　祥晴 山田　祥晴 平17. 4. 1循   内   診療所
     池田市室町７番１２号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356425-02828 医療法人秀悠会　中川〒563-0032 072-763-5566医療法人秀悠会　中川中川　秀幸 平17. 7. 1内   麻   診療所
     クリニック 池田市石橋一丁目２３番１０号　常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     乾ビル２階・３階・４階 (医       1)中川　秀幸 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356525-02836 医療法人　西村内科 〒563-0056 072-748-1333医療法人　西村内科　西村　隆通 平17. 7. 1内   診療所
     池田市栄町８番１０号池田栄町ガ常　勤:    1理事長　西村　隆通 組織変更 現存
     ーデンハウス１階１０１号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356625-02844 すぎもとクリニック 〒563-0055 072-751-7776杉本　一 杉本　一 平17.10. 1整外 形外 外  診療所
     池田市菅原町２番８号 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356725-02851 医療法人洋充会　勝田〒563-0023 072-760-2626医療法人洋充会　理事勝田　洋一 平17.12. 1心内 精   診療所
     クリニック 池田市井口堂一丁目１０番７号 常　勤:    2長　勝田　洋一 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356825-02877 なべしまクリニック 〒563-0024 072-760-5050鍋島　隆治 鍋島　隆治 平18. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     池田市鉢塚三丁目１－１８ラ・フ常　勤:    1 新規 現存
     ォーレ鉢塚１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356925-02885 あしの小児科 〒563-0036 072-760-3323蘆野　伸彦 蘆野　伸彦 平18. 5. 1小   診療所
     池田市豊島北二丁目２番６号リン常　勤:    1 新規 現存
     デンシャンポール１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357025-02893 医療法人　松崎産婦人〒563-0055 072-750-2025医療法人　松崎産婦人松崎　昇 平18. 7. 1一般         2診療所
     科クリニック 池田市菅原町三丁目１番ステーシ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     ョンＮ２階２０２号－２ (医       1)　松崎　昇 平24. 7. 1
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 357125-02935 たみず皮フ科 〒563-0048 072-750-1212田水　智子 田水　智子 平18.12. 1皮   診療所
     池田市呉服町３番９号サンロイヤ常　勤:    1 新規 現存
     ル池田駅前２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357225-02950 医療法人万寿会　おお〒563-0041 072-753-4117医療法人万寿会　理事井海　江利子 平19. 1. 1内   診療所
     たクリニック 池田市満寿美町１番２６号サン・常　勤:    1長　井海　江利子 組織変更 現存
     ロイヤルオザキ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357325-02968 原クリニック 〒563-0025 072-750-1011原　保夫 原　保夫 平19. 4. 1内   神内 診療所
     池田市城南三丁目１番１５－Ｉ棟常　勤:    1 新規 現存
     －１０１－７ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357425-02976 まつもと眼科クリニッ〒563-0025 072-753-1200松本　直樹 松本　直樹 平19. 4. 1眼   診療所
     ク 池田市城南三丁目１番１５－Ｉ棟常　勤:    1 新規 現存
     －１０１－２ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357525-02984 松本耳鼻咽喉科 〒563-0025 072-754-4187松本　達始 松本　達始 平19. 4. 1耳い 診療所
     池田市城南三丁目１番１５－Ｉ棟常　勤:    1 新規 現存
     －１０１－３ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357625-02992 松本クリニック 〒563-0025 072-754-2800松本　浩孝 松本　浩孝 平19. 4. 1内   消   診療所
     池田市城南三丁目１番１５－Ｉ棟常　勤:    1 新規 現存
     －１０１－６ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357725-03008 奥野医院 〒563-0032 072-762-1322奥野　愼一郎 奥野　愼一郎 平19. 4. 1胃   呼   循  診療所
     池田市石橋四丁目１０番２７号 常　勤:    2 継承 外   皮   ひ  現存
     (医       2) 平25. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357825-03016 三島眼科医院 〒563-0032 072-761-1006三島　哲 三島　哲 平19. 5. 1眼   診療所
     池田市石橋一丁目４番３号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357925-03032 前川外科整形外科 〒563-0024 072-761-8533前川　徹 前川　徹 平20. 1. 1整外 外   リウ診療所
     池田市鉢塚三丁目１０番１９号 常　勤:    1 継承 内   リハ 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 358025-03065 医療法人　瑞称会　く〒563-0022 072-748-1122医療法人　瑞称会　理新海　恒雄 平20. 7. 1産婦 診療所
     れはの里レディースク池田市旭丘二丁目４番１７号 常　勤:    1事長　尾﨑　圭一郎 組織変更 現存
     リニック (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358125-03073 つのおか循環器内科ク〒563-0048 072-750-6610角岡　潔 角岡　潔 平20.10. 1内   診療所
     リニック 池田市呉服町１－１－１３６サン常　勤:    1 新規 現存
     シティ池田　１階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358225-03081 医療法人　井上クリニ〒563-0048 072-751-0203医療法人井上クリニッ井上　幹人 平21. 1. 1内   診療所
     ック 池田市呉服町８番２２号 常　勤:    1ク　理事長　井上　幹 組織変更 現存
     (医       1)人 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358325-03123 堀口整形外科医院 〒563-0047 072-752-1420堀口　泰輔 堀口　泰輔 平21.10. 1整外 外   リウ診療所
     池田市室町２番１号 常　勤:    1 継承 リハ 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358425-03131 打田医院 〒563-0029 072-751-0782打田　裕一 打田　裕一 平22. 1. 1内   小   診療所
     池田市五月丘五丁目４番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358525-03149 白水内科 〒563-0032 072-761-1000白水　勝人 白水　勝人 平22. 7. 1内   診療所
     池田市石橋二丁目１６番７号スト常　勤:    1 新規 現存
     ロベリーヒルズ阪大前１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358625-03156 ニシカワ眼科 〒563-0041 072-753-8303西川　俊也 西川　俊也 平22. 8. 1眼   診療所
     池田市満寿美町３番２号木平ビル常　勤:    1 新規 現存
     ４階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358725-03172 医療法人　幸雅会　中〒563-0033 072-760-0500医療法人　幸雅会　理中西　範幸 平22. 7. 1内   循   診療所
     西クリニック 池田市住吉一丁目４番１号 常　勤:    1事長　中西　範幸 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358825-03198 医療法人秋澤会　秋澤〒563-0012 072-753-6010医療法人秋澤会　理事巽　陽一 平23. 1. 1内   外   心内診療所
     クリニック 池田市東山町５４６番介護付有料常　勤:    2長　秋澤　一 組織変更 リハ 精   整外現存
     老人ホームポプラ１階 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358925-03206 たむらこどもクリニッ〒563-0021 072-741-8143田村　有広 田村　有広 平23. 4. 1小   診療所
     ク 池田市畑１丁目１－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
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 359025-03214 医療法人　ふしお会　〒563-0017 072-753-7318医療法人　ふしお会　數井　誠司 平23. 7. 1内   診療所
     数井医院 池田市伏尾台３丁目４番１号伏尾常　勤:    1理事長　数井　誠司 組織変更 現存
     台センター１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359125-03230 医療法人　つじ医院 〒563-0032 072-763-5888医療法人つじ医院　理 　信彦 平24. 1. 1内   循   呼  診療所
     池田市石橋４丁目２０番８号 常　勤:    1事長　 　信彦 組織変更 消   皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359225-03248 つねとし内科クリニッ〒563-0032 072-761-1175常俊　猛史 常俊　猛史 平24. 6.17内   循   消  診療所
     ク 池田市石橋２－１２－２ 常　勤:    1 継承 呼内 現存
     (医       1) 平30. 6.17
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359325-03263 やすずみ眼科クリニッ〒563-0032 072-763-3096安澄　健次郎 安澄　健次郎 平25. 4. 1眼   診療所
     ク 池田市石橋２丁目４－３ＩＭＤビ常　勤:    1 継承 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359425-03271 医療法人　生成会　く〒563-0025 072-750-2075医療法人　生成会　理日下部　典生 平25. 5. 1内   診療所
     さかべクリニック 池田市城南３丁目１１番２３号Ｍ常　勤:    1事長　日下部　典生 移転 現存
     ＡＬＴＡ８５　４Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359525-03305 医療法人　如月会　楠〒563-0041 072-737-5001医療法人　如月会　理添田　真帆 平25. 7. 1内   精   心内診療所
     杜クリニック 池田市満寿美町２－１２ 常　勤:    1事長　高浜　聖二 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359625-03313 医療法人　ほりお皮フ〒563-0048 072-753-7008医療法人ほりお皮フ科堀尾　澄仁 平25.10. 1皮   診療所
     科クリニック 池田市呉服町１番地１サンシティ常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     池田１２７－１ (医       1)堀尾　澄仁 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359725-03321 医療法人　文月会　原〒563-0032 072-762-3282医療法人　文月会　理原　文雄 平26. 1. 1消   内   外  診療所
     医院 池田市石橋４丁目１７番２６号岩常　勤:    2事長　原　文雄 組織変更 小   現存
     松ビル (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359825-03347 医療法人　こじまクリ〒563-0055 072-751-3385医療法人こじまクリニ小島　治 平26. 5. 1胃   内   こう診療所
     ニック 池田市菅原町１番１号池田市中央常　勤:    2ック　理事長　小島　 移転 外   現存
     公民館１階 (医       2)治 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 359925-03354 花の森クリニック 〒563-0041 072-735-7958中山　春夫 中山　春夫 平26.10. 1内   リウ アレ診療所
     池田市満寿美町１丁目－１２番地常　勤:    1 新規 心内 現存
     池田ガーデンハイツ１階１０２号(医       1) 平26.10. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360025-03362 医療法人　島田クリニ〒563-0043 072-750-2777医療法人島田クリニッ島田　英徳 平27. 1. 1内   診療所
     ック 池田市神田一丁目１７番１３号高常　勤:    1ク　理事長　島田　英 組織変更 現存
     木マンション１階 (医       1)徳 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360125-03388 つじの骨粗鬆症・整形〒563-0025 072-753-4152辻野　宏明 辻野　宏明 平27. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     外科クリニック 池田市城南３丁目１－１１レジデ常　勤:    1 新規 現存
     ンスニシムラ１Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360225-03396 中川内科医院 〒563-0032 072-761-1267中川　憲 中川　憲 平27. 9. 1内   消   胃  診療所
     池田市石橋１丁目１１番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360325-03420 まきこどもクリニック〒563-0047 072-750-0350牧　一郎 牧　一郎 平28. 9. 1小   アレ 診療所
     池田市室町４番１号ウイングス室常　勤:    1 新規 現存
     町ビル１０１号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360425-03438 すくすくこどもクリニ〒563-0032 072-763-0707松本　英樹 松本　英樹 平28.10. 1小   診療所
     ック 池田市石橋２丁目４番３号ＩＭＤ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360525-03446 池田市役所前クリニッ〒563-0055 072-736-8777佐 　大輔 佐藤　大輔 平28.12. 1心内 精   診療所
     ク 池田市菅原町２番１号ウィステリ常　勤:    1 新規 現存
     ア池田菅原町２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360625-03453 藤谷医院 〒563-0032 072-761-1296横田　昇平 横田　昇平 平28.11. 1内   消   皮  診療所
     池田市石橋１－２２－１３ 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360725-03461 医療法人翠珠会　眞鍋〒563-0055 072-751-4372医療法人翠珠会　理事 鍋　司 平29. 3. 1内   診療所
     内科医院 池田市菅原町３番１－３０３号 常　勤:    1長　 鍋　司 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360825-03479 あくたがわクリニック〒563-0029 072-748-4159芥川　茂 芥川　茂 平29. 8. 1内   呼内 診療所
     池田市五月丘２丁目２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360925-03487 はら泌尿器科 〒563-0041 072-751-3322原　恒男 原　恒男 平30. 5. 1ひ   診療所
     池田市満寿美町４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 361025-03495 社会福祉法人のぞみ　〒563-0015 072-754-6541社会福祉法人のぞみ　下芝　英明 平30. 5. 1内   診療所
     古江台ホール白百合診池田市古江町１８番地の２ 常　勤:    1理事長　下芝　初美 移転 現存
     療所 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361125-03503 いしこ循環器内科クリ〒563-0031 072-760-0145石河　開 石河　開 平30. 6. 1内   循   診療所
     ニック 池田市天神２丁目３－１３カーサ常　勤:    1 新規 現存
     天神Ａ－１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361226-00564 丹羽外科 〒571-0047 06-6909-0716丹羽　賀和 丹羽　賀和 昭37.12. 1外   胃   皮  診療所
     門真市栄町２３番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361326-00721 鈴木診療所 〒571-0056 06-6902-6329鈴木　克義 鈴木　克義 昭39. 7. 1内   胃   外  診療所
     門真市松葉町６－２６ 常　勤:    1 新規 皮   放   こう現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361426-01471 福森胃腸科放射線科 〒571-0048 06-6908-0505福森　英雄 福森　英雄 昭48. 6. 1内   放   診療所
     門真市新橋町３－３－３０１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361526-01752 田部医院 〒571-0067 06-6901-3584田部　月丸 田部　月丸 昭52.12. 1内   胃   小  診療所
     門真市石原町６番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361626-01877 長瀬診療所 〒571-0015 072-882-7077長瀨　眞一 長瀨　眞一 昭55. 7. 1一般        19診療所
     門真市三ッ島４丁目２１番３５号常　勤:    1 新規 内   外   消  現存
     (医       1) 平28. 7. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:   10 リハ 
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361726-01968 竹田クリニック 〒571-0079 072-885-6000竹田　寄世志 竹田　寄世志 昭58. 7. 1内   呼   胃  診療所
     門真市野里町２番２３号すみれビ常　勤:    1 新規 循   放   現存
     ル１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361826-01992 成田医院 〒571-0047 06-6906-5565成田　憲彦 成田　憲彦 昭59. 5. 1内   外   整外診療所
     門真市栄町５番６号シティーライ常　勤:    1 新規 皮   現存
     フ門真１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 361926-02016 医療法人　門真クリニ〒571-0048 06-6908-0721医療法人　門真クリニ鈴木　憲三 昭60. 2. 1一般        15診療所
     ック　あいわ診療所 門真市新橋町２－１２ 常　勤:    3ック　理事長　鈴木　 新規 内   脳外 皮  現存
     (医       3)憲三 平30. 2. 1ひ   外   放  
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362026-02073 医療法人　永浜クリニ〒571-0079 072-881-0332医療法人永浜クリニッ永濵　要 昭62. 4. 1一般    診療所
     ック 門真市野里町１６番２１号 常　勤:    1ク　理事長　永濵　要 新規 内   呼   消  現存
     (医       1) 平29. 4. 1循   放   小  
     非常勤:    1 アレ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362126-02099 医療法人孟仁会　摂南〒571-0041 06-6909-0300医療法人孟仁会　理事山路　孟 平 2. 8. 1一般       303病院
     総合病院 門真市柳町１番１０号 常　勤:   18長　山路　孟 組織変更 内   呼   胃  現存
     (医      18) 平29. 8. 1循   小   外  
     非常勤:   58 整外 脳外 皮  
     (医      58) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362226-02149 医療法人　嶋田医院 〒571-0063 072-883-6771医療法人嶋田医院　理嶋田　 雄 昭64. 1. 1内   胃   循  診療所
     門真市常称寺町２０番４号 常　勤:    1事長　嶋田　 雄 新規 呼   休止
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362326-02156 医療法人　田中診療所〒571-0062 072-884-0968医療法人　田中診療所田中　寛明 昭64. 1. 1脳外 外   整外診療所
     門真市宮野町７番２号 常　勤:    1　理事長　田中　寛明 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362426-02198 金子産婦人科 〒571-0068 06-6901-3631金子　卓嗣 金子　卓嗣 昭63.12.28一般         8診療所
     門真市大倉町６番１４号 常　勤:    1 継承 産   婦   現存
     (医       1) 平27.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362526-02222 医療法人　任医院 〒571-0021 072-883-2938医療法人任医院　理事任　書治 昭55. 1. 1内   外   診療所
     門真市舟田町３９番１０号 常　勤:    1長　任　書治 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362626-02255 医療法人成和会　渡辺〒571-0079 072-881-6921医療法人成和会渡辺医渡邊　則夫 昭57. 7. 1眼   診療所
     医院 門真市野里町１５番８号 常　勤:    1院　理事長　渡邊　則 継承 現存
     (医       1)夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   401 頁

 362726-02263 医療法人　松島眼科 〒571-0066 06-6902-3609医療法人松島眼科　理松島　正史 平元. 6. 1眼   診療所
     門真市幸福町５番１７号 常　勤:    2事長　松島　正史 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362826-02271 西田内科 〒571-0046 06-6906-0737西田　龍三 西田　龍三 平元. 8. 1内   消   循  診療所
     門真市本町９番６号 常　勤:    1 新規 呼   放   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362926-02289 医療法人普愛会　髙橋〒571-0074 072-882-3555医療法人普愛会髙橋医髙橋　元 昭 2. 1. 1内   消   診療所
     医院 門真市宮前町１８番５号 常　勤:    1院　理事長　髙橋　元 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363026-02313 医療法人　飯藤産婦人〒571-0030 06-6909-0815医療法人飯藤産婦人科飯藤　豪一 平 2. 7. 1一般        19診療所
     科 門真市末広町２番７号 常　勤:    2　理事長　飯藤　順一 新規 産   婦   麻  現存
     (医       2) 平29. 7. 1小   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363126-02354 医療法人　福岡整形外〒571-0078 072-884-5800医療法人　福岡整形外福岡　實 平 3. 1. 1整外 外   リハ診療所
     科 門真市常盤町７－１２ 常　勤:    1科　理事長　福岡　實 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363226-02396 医療法人　すどう耳鼻〒571-0048 06-6908-0234医療法人すどう耳鼻咽須藤　直廣 平 3. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科 門真市新橋町１３－１６ハニーボ常　勤:    1喉科　理事長　須藤　 組織変更 現存
     ックス門真１Ｆ (医       1)直 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363326-02420 医療法人慈心会　栗林〒571-0057 06-6909-2060医療法人慈心会　栗林栗林　裕之 平 4. 1. 1一般         3診療所
     クリニック 門真市元町４番５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   産婦 リハ現存
     (医       1)栗林　裕之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363426-02438 医療法人仁西会　西川〒571-0066 06-6902-2921医療法人仁西会　理事西川　覚 平 4. 1. 1内   小   診療所
     内科 門真市幸福町１１番１号 常　勤:    1長　西川　覚 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363526-02461 喜多診療所 〒571-0046 06-6908-3825喜多　芳彦 喜多　芳彦 平 4. 2. 1皮   ひ   診療所
     門真市本町１０番２２号本町ビル常　勤:    1 継承 現存
     ２階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363626-02503 医療法人　猪妻医院 〒571-0012 072-884-2332医療法人猪妻医院　理猪妻　忠治 平 5. 1. 1内   皮   診療所
     門真市江端町３７番２０号 常　勤:    1事長　猪妻　忠治 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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 363726-02511 いしだ耳鼻咽喉科 〒571-0005 072-881-9016石田　安代 石田　安代 平 5. 2. 1耳い 診療所
     門真市南野口町１５番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363826-02529 つじかわ耳鼻咽喉科 〒571-0012 072-884-8770辻川　覚志 辻川　覚志 平 5. 2. 1耳い 診療所
     門真市江端町４０番８号メゾンヒ常　勤:    1 新規 現存
     ラク１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363926-02537 門真晋栄福祉会診療所〒571-0026 072-881-8301社会福祉法人　晋栄福川上　晉 平 5. 7. 1内   外   精  診療所
     門真市北島町１２番３号 常　勤:    1祉会　理事長　濵田　 新規 リハ 現存
     (医       1)和則 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364026-02545 医療法人津樹会　津本〒571-0021 072-881-5349医療法人津樹会　理事松岡　徳浩 平 5. 7. 1内   整外 外  診療所
     医院 門真市舟田町５番３２号 常　勤:    1長　松岡　徳浩 組織変更 消   皮   こう現存
     (医       1) 平29. 7. 1リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364126-02560 大西クリニック 〒571-0068 06-6908-2600大西　光典 大西　光典 平 6. 2. 1消   放   内  診療所
     門真市大倉町３１－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364226-02610 医療法人　寺西内科 〒571-0046 06-6907-6665医療法人寺西内科　理寺西　強 平 7. 1. 1内   アレ リウ診療所
     門真市本町３０番１５号 常　勤:    1事長　寺西　強 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364326-02636 医療法人　神谷産婦人〒571-0046 06-6908-5156医療法人　神谷産婦人神谷　敬雄 平 7. 7. 1一般        14診療所
     科医院 門真市本町２５番８号 常　勤:    4科医院　理事長　神谷 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       4)　文雄 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364426-02644 たにざわクリニック 〒571-0015 072-883-6300谷澤　洋 谷澤　洋 平 7.10. 1内   小   リハ診療所
     門真市三ッ島一丁目２番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364526-02651 医療法人健康会　柏木〒571-0061 072-885-8778医療法人健康会　理事柏木　直樹 平 8. 1. 1内   循   整外診療所
     クリニック 門真市朝日町２１番３－１００号常　勤:    1長　柏木　直樹 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364626-02669 医療法人　クリニック〒571-0075 072-882-6250医療法人クリニックモ師井　吉國 平 8. 1. 1内   外   皮  診療所
     モロイ 門真市下島町１番１８号 常　勤:    2ロイ　理事長　師井　 組織変更 放   胃   脳外現存
     (医       2)吉國 平29. 1. 1
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 364726-02719 医療法人秀裕会　完山〒571-0065 06-6904-2101医療法人　秀裕会　理完山　秀雄 平 8. 7. 1外   内   胃  診療所
     外科胃腸科診療所 門真市垣内町１６番１８号 常　勤:    1事長　完山　秀雄 組織変更 皮   整外 こう現存
     (医       1) 平29. 7. 1ひ   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364826-02735 医療法人嘉徳会　佐野〒571-0079 072-885-0061医療法人　嘉徳会　佐佐野　寿彦 平 9. 1. 1内   循   胃  診療所
     医院 門真市野里町１１番９号 常　勤:    1野医院　理事長　佐野 組織変更 小   外   整外現存
     (医       1)　寿彦 平30. 1. 1呼   皮   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364926-02768 ナンバ診療所 〒571-0076 072-883-0571難波　益雄 難波　益雄 平 9. 4. 1内   小   胃  診療所
     門真市大池町２２番２６号 常　勤:    1 継承 整外 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365026-02792 植村医院 〒571-0016 072-882-1837橋本　佳永子 植村　佳永子 平 9. 9. 1内   整外 リウ診療所
     門真市島頭四丁目２５番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365126-02800 大嶋眼科医院 〒571-0030 06-6909-5003大嶋　英裕 大嶋　英裕 平10. 2. 1眼   診療所
     門真市末広町３１番１２－１１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365226-02826 社会福祉法人　三養福〒571-0035 072-882-3333社会福祉法人三養福祉福森　英雄 平10. 5. 1内   胃   外  診療所
     祉会診療所 門真市大字桑才２９４番地５ 常　勤:    1会　理事長　菅　幹夫 新規 リハ 精   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365326-02867 医療法人真会　吉岡医〒571-0061 072-881-0468医療法人　真会　理事吉岡　宗 平11. 7. 1内   小   皮  診療所
     院 門真市朝日町１５番１号 常　勤:    2長　吉岡　ふみ 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365426-02883 土肥医院 〒571-0070 072-881-3690土肥　美和子 土肥　美和子 平11.11.29内   放   胃  診療所
     門真市上野口町１２番１号 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 365526-02909 門真市保健福祉センタ〒571-0064 06-6904-6500門真市長　宮本　一孝谷沢　洋 平12. 7. 1内   小   歯  診療所
     (26-62909 ) ー診療所 門真市御堂町１４番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365626-02917 特別養護老人ホーム　〒571-0038 06-6906-6900社会福祉法人　イース山本　敬三 平12. 9. 1内   診療所
     はるかの郷診療所 門真市柳田町２７番２１号 常　勤:    1ト・ロード福祉会　理 新規 現存
     (医       1)事長　道畑　常美 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365726-02941 西口眼科 〒571-0062 072-881-4114西口　和輝 西口　和輝 平13. 1. 1眼   診療所
     門真市宮野町３番１０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365826-02982 おはらクリニック 〒571-0048 06-6916-6555小原　時郎 小原　時郎 平13.11. 1精   神   心内診療所
     門真市新橋町３番３棟３０８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365926-03014 医療法人　津久田医院〒571-0070 072-885-2866医療法人　津久田医院津久田　資紀 平14. 7. 1内   小   診療所
     門真市上野口町３８番５号 常　勤:    2　理事長　津久田　資 組織変更 現存
     (医       2)紀 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366026-03022 長岡整形外科クリニッ〒571-0063 072-884-1275長岡　孝恭 長岡　孝恭 平14.12. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 門真市常称寺町１７番５号ＭＫビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366126-03030 医療法人　中竹医院 〒571-0030 06-6900-6666医療法人中竹医院　理中竹　伸佳 平15. 1. 1皮   診療所
     門真市末広町３８番３１号モナリ常　勤:    1事長　中竹　伸佳 組織変更 現存
     サ１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366226-03048 つくしの里診療所 〒571-0077 072-800-0130社会福祉法人スリーヴ永濵　要 平15. 2. 1内   診療所
     門真市大橋町１２番８号 常　勤:    1ィレッジ　理事長　三 新規 現存
     (医       1)村　起一 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366326-03071 医療法人　いぶきクリ〒571-0066 06-6909-1110医療法人いぶきクリニ福田　豊史 平15. 7. 1一般        18診療所
     ニック 門真市幸福町１番３７号 常　勤:    2ック　理事長　矢嶋　 組織変更 ひ   放   内  現存
     (医       2)息吹 平27. 7. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
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 366426-03089 医療法人俊弘会　室谷〒571-0008 072-842-6111医療法人俊弘会　理事室谷　昌弘 平15. 7. 1外   内   胃  診療所
     クリニック 門真市東江端町１番１９号サンピ常　勤:    2長　室谷　昌弘 組織変更 こう 現存
     ア２１　１階 (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366526-03113 竹内医院 〒571-0068 06-6780-5511竹内　幸俊 竹内　幸俊 平15.12. 1内   消   アレ診療所
     門真市大倉町６番１３号 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366626-03139 大谷整形外科クリニッ〒571-0066 06-6904-5705大谷　茂 大谷　茂 平16. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 門真市幸福町２０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366726-03147 門真千寿園クリニック〒571-0024 072-884-7677社会福祉法人諭心会　竹田　寄世志 平16. 5. 1内   外   整外診療所
     門真市大字野口８２２ 常　勤:    1理事長　山路　孟 新規 皮   リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366826-03154 けいはん医療生活協同〒571-0072 072-882-1118けいはん医療生活協同水谷　智 平16. 5. 1内   整外 皮  診療所
     組合　みどり診療所 門真市城垣町２番３３号 常　勤:    1組合　理事長　戸田　 新規 リハ 現存
     (医       1)伸夫 平28. 5. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366926-03188 医療法人　いぶきクリ〒571-0066 06-6909-2001医療法人いぶきクリニ田端　作好 平16.10. 1ひ   リハ 診療所
     ニック分院 門真市幸福町１番４０号 常　勤:    1ック　理事長　矢嶋　 新規 現存
     (医       1)息吹 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367026-03196 もりもと内科クリニッ〒571-0012 072-882-3370森本　操世 森本　操世 平16.10. 1内   消   麻  診療所
     ク 門真市江端町３８番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367126-03220 ロータス診療所 〒571-0059 06-6901-8111社会福祉法人ロータス中塚　泰彦 平16.12. 1内   診療所
     門真市堂山町２５番２０号 常　勤:    1福祉会　理事長　宇治 移転 現存
     (医       1)　忠 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367226-03238 医療法人　南川クリニ〒571-0048 06-6900-8600医療法人南川クリニッ南川　順 平17. 1. 1脳外 内   リハ診療所
     ック 門真市新橋町１番１８号　ロジュ常　勤:    1ク　理事長　南川　順 組織変更 放   現存
     マン門真１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 367326-03253 医療法人　松下こども〒571-0030 06-6906-1188医療法人　松下こども松下　享 平17. 7. 1小   診療所
     クリニック 門真市末広町１８番９号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松下　享 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367426-03287 ヨシダクリニック 〒571-0030 06-6909-2648吉田　貞夫 吉田　貞夫 平17. 8. 1内   循   小  診療所
     門真市末広町２６番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367526-03295 医療法人仁昭会　堺医〒571-0048 06-6909-1539医療法人仁昭会　理事堺　昭彦 平17. 9. 1内   循   小  診療所
     院 門真市新橋町１７番１７号 常　勤:    1長　堺　昭彦 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367626-03303 牧リハビリテーション〒571-0015 072-887-0010医療法人清翠会　理事高家　幹夫 平17.12. 1療養       100病院
     病院 門真市三ツ島三丁目６番３４号 常　勤:    5長　牧　恭彦 新規 リハ 療養病床
     (医       5) 平29.12. 1 現存
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367726-03311 社会医療法人彩樹　門〒571-0059 06-6906-9009社会医療法人彩樹　理中嶋　章貴 平18. 1. 1内   診療所
     真けいじん会クリニッ門真市堂山町２６番３号 常　勤:    2事長　岡　博史 新規 現存
     ク (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367826-03329 医療法人　まえだ皮膚〒571-0078 072-882-1281医療法人まえだ皮膚科前田　成美 平18. 1. 1皮   形外 診療所
     科 門真市常盤町４番２０号 常　勤:    1　理事長　前田　成美 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367926-03337 髙橋クリニック 〒571-0013 072-883-8068髙橋　英治 髙橋　英治 平18. 2. 1内   消   外  診療所
     門真市千石東町２番４６号　ウイ常　勤:    1 新規 現存
     ンズビル１階Ａ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368026-03345 ひろた内科 〒571-0023 072-883-0180弘田　登志也 弘田　登志也 平18. 2. 1内   胃   循  診療所
     門真市大字横地６０７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368126-03360 川上眼科 〒571-0068 06-6904-1991川上　剛 川上　剛 平18. 7. 1眼   診療所
     門真市大倉町８番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 368226-03378 医療法人　祥輝会　冨〒571-0002 072-885-2000医療法人　祥輝会　理奥川　祥代 平18. 7. 1内   小   皮  診療所
     樫クリニック 門真市岸和田三丁目１番２６号 常　勤:    1事長　奥川　祥代 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368326-03386 坂井医院 〒571-0047 06-6908-1782大井　節子 大井　節子 平18. 6. 5内   診療所
     門真市栄町４番１３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368426-03394 ささや眼科クリニック〒571-0030 06-6909-5776笹屋　通弘 笹屋　通弘 平18. 9. 1眼   診療所
     門真市末広町４１－２イオン古川常　勤:    1 新規 現存
     橋駅前店　３階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368526-03410 医療法人　慶翔会　西〒571-0066 06-6904-0055医療法人　慶翔会　理西牧　正人 平19. 1. 1整外 内   形外診療所
     牧整形外科クリニック門真市幸福町１番１７号 常　勤:    1事長　西牧　正人 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368626-03428 安田眼科クリニック 〒571-0002 072-886-2600安田　光代 安田　光代 平19. 2. 1眼   診療所
     門真市岸和田三丁目１番２６号冨常　勤:    1 新規 現存
     樫ビル２階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368726-03444 社会医療法人弘道会　〒571-0071 072-885-3000社会医療法人弘道会　村上　達也 平19. 5. 1一般       140病院
     萱島生野病院 門真市上島町２２番１１号 常　勤:   33理事長　生野　弘道 新規 内   消   循  現存
     (医      33) 平25. 5. 1外   整外 心外
     非常勤:   48 脳外 神内 産婦
     (医      48) 小   眼   皮  
     耳い ひ   放  
     リハ 麻   救命
     内科・消化器内
     科・循環器内科
     ・救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368826-03451 中川医院 〒571-0017 072-884-5807中川　洋幸 中川　洋幸 平19. 5. 1内   診療所
     門真市四宮５丁目７番１３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368926-03469 ささき皮フ科・形成外〒571-0048 06-6902-8600佐々木　富美子 佐々木　富美子 平19. 5. 1皮   形外 診療所
     科 門真市新橋町３番３棟３１０号門常　勤:    1 新規 現存
     真プラザ３階－３１０号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 369026-03477 医療法人　栗山診療所〒571-0066 06-6904-3387医療法人栗山診療所　栗山　博道 平19.12. 1耳い 診療所
     門真市幸福町１９番１８号 常　勤:    1理事長　栗山　博道 移転 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369126-03485 医療法人　柏友会　柏〒571-0007 072-883-2141医療法人柏友会　理事山口　誠 平20. 5. 1内   整外 リハ診療所
     友会クリニック 門真市北岸和田一丁目２番２３号常　勤:    1長　切東　美子 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369226-03501 香西クリニック 〒571-0066 06-6903-7752香西　孝純 香西　孝純 平20. 7. 1精   神内 診療所
     門真市幸福町１０番１０号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369326-03527 よしはら小児科クリニ〒571-0002 072-882-0321吉原　 夫 吉原　 夫 平21. 9. 1小   アレ 診療所
     ック 門真市岸和田三丁目３６番１０号常　勤:    1 新規 現存
     サンピカＡ１０１Ａ号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369426-03535 医療法人　秀裕会　か〒571-0030 06-6780-3600医療法人秀裕会　理事完山　裕基 平21.11. 1内   外   診療所
     んやまクリニック 門真市末広町１番１１号 常　勤:    1長　完山　秀雄 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369526-03550 内田クリニック 〒571-0030 06-6900-7877内田　一光 内田　一光 平22. 6. 1内   リハ 整外診療所
     門真市末広町７番８号幸福ビル５常　勤:    1 移転 現存
     号館２Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369626-03568 よしだメディカルクリ〒571-0032 06-6995-4050吉田　達生 吉田　達生 平23. 2. 1整外 内   小  診療所
     ニック 門真市寿町２１番３７号 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369726-03584 はすい小児科 〒571-0051 06-6995-4789蓮井　正史 蓮井　正史 平23. 4. 1小   診療所
     門真市向島町３番３５号ベアーズ常　勤:    1 新規 現存
     ２階　３４Ａ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369826-03592 医療法人清康会　くま〒571-0051 06-6906-5558医療法人清康会　理事熊西　康信 平23. 5. 1内   外   胃  診療所
     にしクリニック 門真市向島町３番３５号　ベアー常　勤:    1長　熊西　康信 移転 皮   現存
     ズ２Ｆ３４Ｂ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369926-03600 医療法人祥光会　こう〒571-0016 072-883-7000医療法人祥光会　理事黄　祥訓 平23. 7. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 門真市島頭３丁目３番５号クレー常　勤:    1長　黄　祥訓 組織変更 現存
     ル白鳩１Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
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 370026-03618 四宮三養苑診療所 〒571-0017 072-882-2233社会福祉法人　三養福奥川　祥代 平24. 4. 1内   診療所
     門真市四宮５丁目４－２２ 常　勤:    1祉会　理事長　菅　幹 新規 現存
     (医       1)夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370126-03626 タチカワ　アンド　ア〒571-0016 0901584-1738立川　幸治 立川　幸治 平24. 5. 1内   診療所
     ソシエイツ　クリニッ門真市島頭３丁目１８番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     ク (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370226-03642 大阪キリスト教社会館〒571-0016 072-883-0131社会福祉法人　大阪キ尾崎　淳 平24. 8.12内   眼   診療所
     診療所 門真市島頭４丁目１１番１１号 常　勤:    1リスト教社会館　理事 移転 現存
     (医       1)長　尾崎　淳 平24. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370326-03659 にしうらクリニック 〒571-0046 06-6907-1556西浦　公朗 西浦　公朗 平25. 4. 1精   心内 診療所
     門真市本町７番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370426-03683 中塚医院 〒571-0054 06-6901-0010中塚　泰彦 中塚　泰彦 平25. 7.30内   小   放  診療所
     門真市浜町１９番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370526-03725 医療法人博由会　くさ〒571-0051 06-6901-6795医療法人博由会　理事日下　昌浩 平26. 7. 1整外 リハ 皮  診療所
     かクリニック 門真市向島町３番１号 常　勤:    1長　日下　昌浩 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370626-03741 いそのクリニック 〒571-0016 072-814-8800五十野　剛 五十野　剛 平27. 4. 1内   小   循  診療所
     門真市島頭４丁目８番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370726-03774 医療法人正幸会　正幸〒571-0055 06-6905-8833医療法人正幸会　理事東　大里 平27. 7. 1一般        56病院
     会病院 門真市中町１１番５４号 常　勤:    4長　東　大里 組織変更 内   消   循  現存
     (医       4) 平27. 7. 1呼内 放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370826-03782 今泉耳鼻咽喉科クリニ〒571-0030 06-6909-3387今泉　宏哲 今泉　宏哲 平27. 8. 1耳い 小   アレ診療所
     ック 門真市末広町７番５号樋口ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370926-03790 医療法人七ふく会　ふ〒571-0027 072-886-2022医療法人七ふく会　理福井　政慶 平27. 7. 1内   循   リハ診療所
     くいクリニック 門真市五月田町３８番１２号ナカ常　勤:    1事長　福井　政慶 組織変更 現存
     ニシビル (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 371026-03808 内科・消化器内科　杉〒571-0065 06-6115-5086杉本　英光 杉本　英光 平27.10. 1内   消   診療所
     本クリニック 門真市垣内町１２番３２号古川橋常　勤:    1 新規 現存
     プラザ１Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371126-03824 医療法人　きたなか耳〒571-0063 072-886-1661医療法人きたなか耳鼻北中　隆広 平28. 1. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 門真市常称寺町１６番５６号関西常　勤:    1咽喉科　理事長　北中 組織変更 現存
     スーパー京阪大和田店２階 (医       1)　隆広 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371226-03832 医療法人　今村血管外〒571-0062 072-800-5330医療法人今村血管外科今村　敦 平28. 1. 1外   消   診療所
     科クリニック 門真市宮野町３番２３号メリック常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ビル１階 (医       1)今村　敦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371326-03840 やすだ泌尿器科クリニ〒571-0065 06-6967-8406安田　宗生 安田　宗生 平28. 5. 1ひ   診療所
     ック 門真市垣内町１２番３２号古川橋常　勤:    1 新規 現存
     メディカルプラザ３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371426-03857 あんず在宅・内科クリ〒571-0079 072-800-3711渡邉　文絵 渡邉　文絵 平29. 2. 1内   リウ 診療所
     ニック 門真市野里町１５－２７レインボ常　勤:    1 新規 現存
     ー大和田１Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371526-03865 竹野クリニック 〒571-0038 06-6906-0206日髙　亮子 日髙　亮子 平29. 2. 1内   外   消  診療所
     門真市柳田町２７－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371626-03873 医療法人健河会　河村〒571-0078 072-800-0800医療法人健河会　理事河村　純 平29. 3. 1外   整外 消  診療所
     クリニック 門真市常盤町５番２号 常　勤:    1長　河村　純 組織変更 内   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371726-03881 医療法人　整形外科せ〒571-0030 06-6780-3970医療法人整形外科せい清野　大輔 平29. 3. 1整外 リハ 診療所
     いのクリニック 門真市末広町３１番１０号サンコ常　勤:    1のクリニック　理事長 組織変更 現存
     オア第２ビル１階 (医       1)　清野　大輔 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371826-03899 みらいクリニック 〒571-0039 06-6454-2600平野　匡史 平野　匡史 平29. 6. 1内   診療所
     門真市速見町１２－９－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371926-03915 小林眼科クリニック 〒571-0016 072-884-1001小林　敦 小林　敦 平29. 6. 1眼   診療所
     門真市島頭４丁目１－１　１Ｆ１常　勤:    1 新規 現存
     ０１号 (医       1) 平29. 6. 1
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 372026-03923 社会医療法人蒼生会　〒571-0023 072-885-1711社会医療法人蒼生会　南　龍也 平29. 7. 1一般 病院
     (26-63923 ) 蒼生病院 門真市大字横地５９６番地 常　勤:   15理事長　阪本　弘彦 移転     一般   150現存
     (医      14) 平29. 7. 1内   呼内 循  
     (歯       1) 消   神内 外  
     非常勤:   62 こう 整外 皮  
     (医      59) ひ   形外 麻  
     (歯       3) リウ 放   リハ
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372126-03931 社会医療法人蒼生会　〒571-0016 072-800-3510社会医療法人蒼生会　笠松　源 平29. 8. 1婦   診療所
     あおいレディースクリ門真市島頭４丁目１番１号　あお常　勤:    1理事長　阪本　弘彦 新規 現存
     ニック いビル３０１号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372226-03949 益田診療所 〒571-0068 06-6901-0231外山　学 外山　学 平29. 8. 1内   消   循  診療所
     門真市大倉町３番６号 常　勤:    2 継承 小   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372326-03956 柳田町診療所 〒571-0038 06-6991-8361社会福祉法人晋栄福祉德田　八大 平30. 4. 1内   外   診療所
     門真市柳田町１５番２３号 常　勤:    1会　理事長　濵田　和 新規 現存
     (医       1)則 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372426-03964 医療法人　つむき内科〒571-0063 072-814-5100医療法人つむき内科ク積木　隆 平30. 3. 1内   消   診療所
     クリニック 門真市常称寺町１６番５６号 常　勤:    1リニック　理事長　積 組織変更 現存
     (医       1)木　隆 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372527-00489 寒川医院 〒551-0002 06-6551-2448寒川　通洋 寒川　通洋 昭32.10. 1内   外   皮  診療所
     大阪市大正区三軒家東一丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番３号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372627-00570 医療法人彰療会　大正〒551-0002 06-6552-0621医療法人　彰療会　理福本　健治 昭32.10. 1一般       118病院
     病院 大阪市大正区三軒家東五丁目５番常　勤:   13事長　南條　浩 新規 療養        55現存
     １６号 (医      13) 平29.10. 1内   循   消  
     非常勤:   23 心内 外   整外
     (医      23) 小   皮   産婦
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372727-01446 中村医院 〒551-0032 06(6551)1900中村　義彌 中村　義彌 昭57. 5. 1内   外   整外診療所
     大阪市大正区北村２－１３－２ 常　勤:    1 継承 リハ 麻   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 372827-01586 社会福祉法人恩賜財団〒551-0032 06-6552-0091社会福祉法人恩賜財団平井　啓治 昭63. 9. 1一般       380病院
     　大阪府済生会泉尾病大阪市大正区北村三丁目４番５号常　勤:   60済生会支部大阪府済生 移転 療養        60現存
     院 (医      60)会　支部長　岡上　武 平24. 9. 1内   循   消  
     非常勤:   88 外   整外 脳外
     (医      88) 小   婦   皮  
     ひ   眼   耳い
     リハ 精   放  
     麻   形外 神内
     呼内 病理 
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、糖尿病・内分
     泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372927-01594 医療法人久志会　黒川〒551-0031 06-6553-2470医療法人久志会　理事志水　一夫 昭64. 1. 1眼   診療所
     眼科 大阪市大正区泉尾一丁目２４番６常　勤:    1長　志水　一夫 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373027-01602 医療法人杏山会　山北〒551-0012 06-6553-0770医療法人杏山会　山北山北　哲也 昭64. 1. 1内   皮   診療所
     内科クリニック 大阪市大正区平尾四丁目２３番１常　勤:    2内科クリニック　理事 組織変更 現存
     ３号 (医       2)長　山北　哲也 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373127-01628 医療法人光風会　江口〒551-0032 06-6552-5156医療法人光風会　理事江口　隆 昭52. 6. 1外   整外 皮  診療所
     医院 大阪市大正区北村一丁目１番１号常　勤:    1長　江口　隆 新規 内   放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373227-01636 医療法人　肥塚耳鼻咽〒551-0003 06-6551-2000医療法人肥塚耳鼻咽喉肥塚　典子 昭46. 9. 1耳い 診療所
     喉科医院 大阪市大正区千島三丁目４番９号常　勤:    1科医院　理事長　肥塚 新規 休止
     (医       1)　典子 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373327-01693 医療法人　田辺耳鼻咽〒551-0001 06(6551)1901医療法人　田辺耳鼻咽田邊　修一 平 3. 7. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 大阪市大正区三軒家西１－２－９常　勤:    1喉科医院　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)邊　修一 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373427-01727 医療法人　阿部眼科医〒551-0013 06-6551-8444医療法人　阿部眼科医阿部　圭助 平 4. 9. 1眼   診療所
     院 大阪市大正区小林西一丁目３番６常　勤:    1院　理事長　阿部　圭 移転 現存
     号 (医       1)助 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373527-01735 横山医院 〒551-0001 06-6555-2661横山　正博 横山　正博 平 4.10. 3内   整外 皮  診療所
     大阪市大正区三軒家西二丁目１６常　勤:    1 継承 リハ リウ 現存
     番２４号 (医       1) 平28.10. 3



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   413 頁

 373627-01743 医療法人良仁会　西村〒551-0012 06-6552-2288医療法人良仁会　理事西村　良彦 平 5. 1. 1外   胃   内  診療所
     外科 大阪市大正区平尾四丁目２２番１常　勤:    1長　西村　良彦 組織変更 整外 皮   リハ現存
     ５号 (医       1) 平29. 1. 1放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373727-01768 本山耳鼻咽喉科 〒551-0031 06-6555-9716本山　壯一 本山　壯一 平 5.10. 1耳い 気食 診療所
     大阪市大正区泉尾一丁目２番１９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373827-01818 医療法人北新会　藤原〒551-0002 06-6554-9221医療法人　北新会藤原藤原　隆行 平 7. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 大阪市大正区三軒家東四丁目１０常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 組織変更 現存
     番３１号 (医       1)長　藤原　隆行 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373927-01834 鈴木医院 〒551-0031 06-6551-1146鈴木　一司 鈴木　一司 平 8. 3.17内   外   胃  診療所
     大阪市大正区泉尾一丁目３０番１常　勤:    1 継承 リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374027-01867 医療法人　松原皮膚科〒551-0021 06-6552-2953医療法人　松原皮膚科松原　爲明 平 9. 1. 1皮   診療所
     医院 大阪市大正区南恩加島五丁目１番常　勤:    1医院　理事長　松原　 組織変更 現存
     １０号 (医       1)爲明 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374127-01917 医療法人健人会　弘田〒551-0023 06-6552-1345医療法人健人会　弘田弘田　俊行 平10. 1. 1内   循   診療所
     医院 大阪市大正区鶴町三丁目９番５号常　勤:    1医院　理事長　弘田　 組織変更 現存
     (医       1)俊行 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374227-01966 アダチ眼科医院 〒551-0001 06-6551-0762郡　千榮 郡　千榮 平10. 7. 1眼   診療所
     大阪市大正区三軒家西一丁目２番常　勤:    1 移転 現存
     ７号石原ビル４階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374327-01974 さいとう整形外科 〒551-0001 06-6554-3636齊藤　潤 齊藤　潤 平10. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市大正区三軒家西一丁目２番常　勤:    1 移転 現存
     ７号石原ビル３階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374427-01982 村田小児科 〒551-0031 06-6555-9200村田　了悟 村田　了悟 平10.12. 1小   アレ 診療所
     大阪市大正区泉尾三丁目１１番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号プロニティ江川１階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 374527-02063 医療法人　港南会　金〒551-0023 06-6555-0161医療法人　港南会　理金城　康夫 平12. 7. 1一般        19診療所
     (27-62063 ) 城外科脳神経外科 大阪市大正区鶴町一丁目４番６号常　勤:    2事長　金城　康夫 組織変更 外   胃   循  現存
     (医       1) 平24. 7. 1内   整外 脳外
     (薬       1) リハ 放   歯  
     非常勤:   10 歯外 
     (医       6)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374627-02071 柿原医院 〒551-0003 06-6551-6100柿原　幸司 柿原　幸司 平12.12. 1内   消   診療所
     大阪市大正区千島一丁目１３番２常　勤:    2 継承 現存
     ３号 (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374727-02089 医療法人考優会　五味〒551-0002 06-4394-3800医療法人　考優会　理五味　正裕 平13. 1. 1内   消   皮  診療所
     クリニック 大阪市大正区三軒家東一丁目１９常　勤:    1事長　五味　正裕 組織変更 リハ 現存
     番３号山縣ハイツ１階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374827-02097 医療法人　西平診療所〒551-0003 06-6553-1166医療法人　西平診療所西平　守也 平13. 1. 1内   循   精  診療所
     大阪市大正区千島三丁目４番２１常　勤:    1　理事長　西平　守也 組織変更 小   現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374927-02105 医療法人明友会　安井〒551-0031 06-6551-1181医療法人明友会　安井安井　明 平13. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 大阪市大正区泉尾三丁目１１番２常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 外   現存
     ４号プロニティ江川１階Ａ (医       1)理事長　安井　明 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375027-02139 白木眼科 〒551-0031 06-6553-9212白木　重次郎 白木　重次郎 平13. 1. 1眼   診療所
     大阪市大正区泉尾五丁目３番１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375127-02162 船井医院 〒551-0021 06-6551-4567船井　俊彦 船井　俊彦 平13. 8. 1内   小   診療所
     大阪市大正区南恩加島六丁目５番常　勤:    1 移転 現存
     ２号 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375227-02212 足立医院 〒551-0001 06-6555-5276足立　俊之 足立　俊之 平15. 1. 1内   外   整外診療所
     大阪市大正区三軒家西三丁目６番常　勤:    1 継承 こう リハ 現存
     ３号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375327-02238 医療法人愛信会　石村〒551-0013 06-6555-4455医療法人愛信会　理事石村　俊信 平15. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 大阪市大正区小林西二丁目２番５常　勤:    1長　石村　俊信 組織変更 外   内   現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1
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 375427-02246 医療法人西幹会　にし〒551-0031 06-6551-4187医療法人西幹会　理事西幹　二郎 平15. 7. 1耳い 診療所
     もと耳鼻咽喉科 大阪市大正区泉尾三丁目１１番１常　勤:    1長　西幹　二郎 組織変更 現存
     ５号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375527-02279 小正医院 〒551-0012 06-6551-3417小正　尚裕 小正　尚裕 平16. 4. 1内   循   診療所
     大阪市大正区平尾三丁目１６番１常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375627-02295 医療法人　吉祥会　藤〒551-0031 06-6552-0810医療法人　吉祥会　理藤吉　庸雅 平17. 1. 1内   消   診療所
     吉医院 大阪市大正区泉尾四丁目１７番１常　勤:    1事長　藤吉　庸雅 組織変更 現存
     ２号東洋プラザ泉尾１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375727-02303 加納レディースクリニ〒551-0002 06-6556-1577加納　英男 加納　英男 平17. 3. 1一般         1診療所
     ック 大阪市大正区三軒家東一丁目１６常　勤:    1 新規 婦   ひ   現存
     番３９号北澤館大正１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375827-02311 医療法人　秀盛会　さ〒551-0001 06-6556-1515医療法人　秀盛会　理小松　重幸 平17. 7. 1内   皮   リハ診療所
     くらクリニック 大阪市大正区三軒家西二丁目１３常　勤:    1事長　小松　重幸 組織変更 放   現存
     番１５号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375927-02360 荘田診療所 〒551-0031 06-6551-0041荘田　容志 荘田　容志 平18. 6. 1内   循   消  診療所
     大阪市大正区泉尾一丁目８番１６常　勤:    2 継承 外   皮   現存
     号 (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376027-02378 医療法人　彩真会　川〒551-0002 06-6555-1110医療法人　彩真会　理川村　博久 平18. 7. 1眼   診療所
     村眼科 大阪市大正区三軒家東一丁目１９常　勤:    1事長　川村　博久 組織変更 現存
     番１４号太陽生命大阪西ビル２階(医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376127-02386 医療法人　一ノ名医院〒551-0012 06-6551-0286医療法人　一ノ名医院一ノ名　正 平18.11. 1内   消   小  診療所
     大阪市大正区平尾四丁目２２番１常　勤:    1　理事長　一ノ名　正 移転 外   現存
     ３号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376227-02394 医療法人社団みすまる〒551-0021 06-6551-6300医療法人社団みすまる安達　 枝 平19. 1. 1眼   診療所
     のさと会　アダチ眼科大阪市大正区南恩加島四丁目６番常　勤:    1のさと会　理事長　安 組織変更 現存
     院 １３号１階 (医       1)達　京 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376327-02402 マツオ整形外科 〒551-0031 06-6551-7800松尾　澄治 松尾　澄治 平19. 6. 1整外 外   リハ診療所
     大阪市大正区泉尾三丁目４番１２常　勤:    1 継承 放   現存
     号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 376427-02410 医療法人ゆうき会　や〒551-0001 06-4394-1112医療法人ゆうき会　理山下　裕嗣 平19. 7. 1皮   診療所
     ました皮フ科クリニッ大阪市大正区三軒家西一丁目２番常　勤:    1事長　山下　裕嗣 組織変更 現存
     ク ７号石原ビル４階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376527-02451 ほくとクリニック病院〒551-0001 06-6554-1399社会医療法人北斗会　深尾　晃三 平20.10. 1精神        50病院
     大阪市大正区三軒家西一丁目１８常　勤:    6理事長　澤　温 新規 精   現存
     番７号 (医       6) 平26.10. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376627-02469 医療法人　北村診療所〒551-0031 06-6551-2250医療法人北村診療所　北村　彰英 平22. 1. 1内   外   こう診療所
     大阪市大正区泉尾三丁目３番２２常　勤:    1理事長　北村　彰英 組織変更 ０１内科（消化現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1器・内視鏡）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376727-02477 よしむら整形外科 〒551-0002 06-6551-6677吉村　弘治 吉村　弘治 平22. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市大正区三軒家東四丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     １２号Ｒ＆Ｋビル４階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376827-02485 医療法人　葵会　にし〒551-0002 06-6551-1000医療法人　葵会　理事西池　一彦 平22. 7. 1小   アレ 内  診療所
     いけクリニック 大阪市大正区三軒家東六丁目８番常　勤:    1長　西池　一彦 組織変更 現存
     １４号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376927-02493 ひらいけ内科 〒551-0012 06-6537-9898平池　豊 平池　豊 平24. 4. 1内   消   診療所
     大阪市大正区平尾３丁目１４番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377027-02527 本山診療所 〒551-0031 06-6551-3812本山　忠 本山　忠 平24. 6. 1小   内   診療所
     大阪市大正区泉尾１－２－１９ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377127-02543 中川耳鼻咽喉科クリニ〒551-0003 06-6648-8187中川　浩伸 中川　浩伸 平24.10. 1耳い 診療所
     ック 大阪市大正区千島３－１４－２３常　勤:    2 新規 現存
     １０１－Ａ号室 (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377227-02592 医療法人邦明会　樫原〒551-0001 06-6556-1170医療法人邦明会　理事樫原　秀一 平26. 5. 1消   内   循  診療所
     クリニック 大阪市大正区三軒家西２丁目１８常　勤:    2長　樫原　秀一 移転 リハ 現存
     番５号 (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377327-02600 医療法人得伊会　中山〒551-0031 06-6552-9400医療法人得伊会　中山中山　秀雄 平26. 5. 1内   整外 こう診療所
     診療所 大阪市大正区泉尾３丁目１３番５常　勤:    1診療所　理事長　中山 移転 麻   現存
     号 (医       1)　秀雄 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 377427-02618 山北整形外科 〒551-0012 06-6556-3533山北　真也 山北　真也 平26.11. 1整外 リハ 診療所
     大阪市大正区平尾４丁目２３番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377527-02634 大阪きづがわ医療福祉〒551-0003 06-6554-1197大阪きづがわ医療福祉鈴木　昇平 平28. 7. 1内   小   整外診療所
     (27-62634 ) 生活協同組合　たいし大阪市大正区千島１丁目２０番１常　勤:    4生活協同組合　理事長 移転 リハ 歯   歯外現存
     ょう生協診療所 ２号 (医       1)　別所　義正 平28. 7. 1小歯 矯歯 
     (歯       3)
     非常勤:   14
     (医      13)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377627-02642 医療法人　しまもとク〒551-0003 06-6555-8655医療法人しまもとクリ島本　敬三 平28. 9. 1内   整外 リウ診療所
     リニック 大阪市大正区千島三丁目１１番４常　勤:    2ニック　理事長　島本 組織変更 外   リハ 現存
     号 (医       2)　敬三 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377727-02659 中尾こころのクリニッ〒551-0001 06-6556-3080医療法人　笑久会　理鈴木　由貴 平28. 9. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市大正区三軒家西二丁目１８常　勤:    2事長　中尾　剛久 組織変更 現存
     番５号邦明会ビル４Ｆ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377827-02675 大正すずらんクリニッ〒551-0002 06-6556-2000瓦林　令奈 瓦林　令奈 平29. 8. 1内   小   アレ診療所
     ク 大阪市大正区三軒家東４丁目５番常　勤:    1 新規 皮   循   現存
     １２号Ｒ＆Ｋビル３階 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377927-02683 大正病院附属産婦人科〒551-0002 06-6551-1103医療法人彰療会（社団南條　享 平29. 8. 1一般 診療所
     クリニック 大阪市大正区三軒家東４丁目６番常　勤:    2）　理事長　南條　浩 新規     一般    12現存
     ８号 (医       2) 平29. 8. 1産婦 小   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378027-02691 笠井医院 〒551-0032 06-4394-7026笠井　大介 笠井　大介 平29. 8. 1内   呼内 診療所
     大阪市大正区北村２丁目５番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378127-02709 中尾こころのクリニッ〒551-0003 06-6553-3100医療法人笑久会　理事中尾　剛久 平29. 9. 1心内 精   診療所
     ク第二 大阪市大正区千島二丁目４番千島常　勤:    2長　中尾　剛久 新規 現存
     団地４号棟Ｃ５ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 378227-02717 大正くすのきクリニッ〒551-0031 06-6555-0560山端　英仁 山端　英仁 平29. 9.11内   透析 他  診療所
     ク 大阪市大正区泉尾１丁目３０番５常　勤:    2 移転 現存
     号 (医       2) 平29. 9.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378327-02725 しのだ整形外科 〒551-0003 06-6555-3711篠田　健一 篠田　健一 平30. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪市大正区千島２－４－４パル常　勤:    1 新規 現存
     ティちしまＣ７ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378427-02733 医療法人謙和会　ほん〒551-0032 06-6551-3168医療法人謙和会ほんし本庄　尚謙 平30. 3. 1内   循   小  診療所
     しょう内科クリニック大阪市大正区北村１－１７－７ 常　勤:    1ょう内科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　本庄　尚謙 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378528-00347 医療法人此花博愛会（〒554-0021 06-6463-2222医療法人此花博愛会（小松　孝充 昭32.10. 1内   小   整外診療所
     財団）　此花診療所 大阪市此花区春日出北一丁目１番常　勤:    1財団）　理事長　小松 新規 アレ 現存
     ２５号 (医       1)　孝充 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378628-00537 日新製鋼株式会社　大〒554-0031 06-6468-1231日新製鋼株式会社大阪江口　英利 昭35. 8. 1内   外   診療所
     阪製造所診療所 大阪市此花区桜島二丁目１番２６常　勤:    1製造所　所長　大塚　 新規 現存
     号 (医       1)正樹 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378728-01279 医療法人此花博愛会（〒554-0001 06-6461-5605医療法人此花博愛会（川崎　美榮子 昭53. 9.14内   整外 皮  診療所
     財団）　伝法高見診療大阪市此花区高見二丁目５番９号常　勤:    1財団）　理事長　小松 新規 アレ 現存
     所 (医       1)　孝充 平29. 9.14
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378828-01329 医療法人良純会　朝日〒554-0012 06-6462-8710医療法人良純会　理事木下　隆弘 昭56. 3. 1胃   内   小  診療所
     橋胃腸科内科診療所 大阪市此花区西九条四丁目２番２常　勤:    2長　木下　隆弘 新規 現存
     ６号 (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378928-01428 川井診療所 〒554-0051 06-6468-1020川井　浩仁 川井　浩仁 昭58. 7. 1内   外   整外診療所
     大阪市此花区酉島一丁目１４番１常　勤:    1 新規 リハ 放   麻  現存
     ５号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 379028-01477 大場内科病院 〒554-0014 06-6463-1022大場　喜三郎 大場　喜三郎 昭59.11. 1一般        57病院
     大阪市此花区四貫島一丁目１番９常　勤:    2 組織変更 内   リハ 放  現存
     号 (医       2) 平29.11. 1皮   
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379128-01543 医療法人　医方会　奥〒554-0002 06(6468)9589医療法人医方会　奥見奥見　敏彦 昭64. 1. 1内   小   消  診療所
     見診療所 大阪市此花区伝法六丁目３番２－常　勤:    1診療所　理事長　奥見 組織変更 現存
     １０１ (医       1)　敏彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379228-01568 医療法人　藤井内科医〒554-0012 06-6462-1913医療法人藤井内科医院藤井　一弘 昭64. 1. 1内   小   放  診療所
     院 大阪市此花区西九条一丁目３４番常　勤:    1　理事長　藤井　一弘 組織変更 現存
     １９号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379328-01642 医療法人　宮下医院 〒554-0013 06-6462-0304医療法人宮下医院　理宮下　勝之 平 4. 1. 1内   小   外  診療所
     大阪市此花区梅香三丁目２２番１常　勤:    2事長　宮下　勝之 組織変更 皮   現存
     ４号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379428-01675 特別養護老人ホームガ〒554-0024 06-6460-0028社会福祉法人イエス団栁本　時廣 平 4. 4. 1内   診療所
     ーデン天使診療所 大阪市此花区島屋四丁目１番１１常　勤:    1　理事長　黒田　道郎 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379528-01683 柳本産婦人科医院 〒554-0014 06-6461-5085栁本　時廣 栁本　時廣 平 4. 8. 1内   産婦 診療所
     大阪市此花区四貫島二丁目１９番常　勤:    1 継承 現存
     １６号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379628-01717 医療法人　小山医院 〒554-0022 06-6461-2580医療法人小山医院　理小山　高澄 平 5. 7. 1内   小   放  診療所
     大阪市此花区春日出中二丁目１６常　勤:    2事長　小山　高澄 組織変更 現存
     番２３号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379728-01808 栗栖クリニック 〒554-0001 06-6463-0901栗栖　孝一 栗栖　孝一 平 7. 6. 1内   胃   放  診療所
     大阪市此花区高見二丁目４番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379828-01816 医療法人義方会　大津〒554-0051 06-6463-5151医療法人義方会　理事笠原　洋 平 7. 8. 1療養        60病院
     病院 大阪市此花区酉島二丁目１番１５常　勤:    1長　大津　聖子 組織変更 内   呼   リハ療養病床
     号 (医       1) 平28. 8. 1循   消   放  現存
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379928-01840 医療法人寛友会　菊守〒554-0014 06-6462-8711医療法人寛友会菊守耳菊守　寛 平 8. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市此花区四貫島一丁目９番１常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　菊 組織変更 現存
     ０号セントラルプラザ２階 (医       1)守　寛 平29. 7. 1
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 380028-01857 医療法人此花博愛会（〒554-0051 06-6461-4459医療法人此花博愛会（田村　耕一郎 平 8. 7. 1内   小   放  診療所
     財団）　酉島診療所 大阪市此花区酉島四丁目２番３号常　勤:    1財団）　理事長　小松 移転 皮   現存
     (医       1)　孝充 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380128-01873 栗栖医院 〒554-0001 06-6461-3576栗栖　孝臣 栗栖　孝臣 平 8.10. 1内   小   放  診療所
     大阪市此花区高見一丁目４番５１常　勤:    1 移転 現存
     －１１７号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380228-01923 医療法人　板東医院 〒554-0022 06-6461-4295医療法人板東医院　理板東　博志 平 9. 7. 1内   循   小  診療所
     大阪市此花区春日出中二丁目１８常　勤:    2事長　板東　博志 移転 現存
     番２２号 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380328-01949 医療法人　村川医院 〒554-0002 06-6463-1222医療法人村川医院　理村川　浩一 平10. 1. 1内   循   小  診療所
     大阪市此花区伝法二丁目４番２９常　勤:    1事長　村川　浩一 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380428-01956 医療法人晴恵会　安田〒554-0002 06-6463-1000医療法人　晴恵会　理安田　晴紀 平11. 1. 1整外 内   胃  診療所
     クリニック 大阪市此花区伝法二丁目５番１号常　勤:    1事長　安田　晴紀 組織変更 外   こう リハ現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380528-01972 特別養護老人ホームケ〒554-0012 06-6467-2929社会福祉法人　芙蓉福山本　有貴 平11.10. 1内   外   診療所
     アセンター水都ホーム大阪市此花区西九条一丁目１番２常　勤:    1祉会　理事長　的場　 新規 現存
     診療所 号 (医       1)定 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380628-01998 公益財団法人大阪市救〒554-0012 06-6464-2111公益財団法人大阪市救板東　博志 平12. 3.26内   小   診療所
     急医療事業団　西九条大阪市此花区西九条五丁目４番２常　勤:    1急医療事業団　理事長 移転 現存
     休日急病診療所 ５号此花総合センタービル (医       1)　甲田　伸一 平30. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380728-02004 医療法人徹生会　村上〒554-0014 06-6468-1441医療法人　徹生会　理村上　毅 平12. 9. 1内   小   リハ診療所
     内科 大阪市此花区四貫島一丁目１番４常　勤:    1事長　村上　毅 新規 精   現存
     ３号 (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380828-02012 大庭眼科医院 〒554-0022 06-6461-6918大庭　省三 大庭　省三 平12. 8.18眼   診療所
     大阪市此花区春日出中一丁目２６常　勤:    2 移転 現存
     番１２号 (医       2) 平24. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 380928-02053 ひの小児科 〒554-0001 06-6464-8655日野　聡 日野　聡 平13. 6. 1小   アレ 診療所
     大阪市此花区高見二丁目１３番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381028-02079 新日鐵住金株式会社　〒554-0024 06-6466-6110新日鐵住金株式会社　今野　由将 平14. 2. 1内   診療所
     製鋼所診療所 大阪市此花区島屋五丁目１番１０常　勤:    3交通産機品事業部製鋼 新規 現存
     ９号 (医       3)所長　小泉　智志 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381128-02087 医療法人　松井クリニ〒554-0022 06-6468-5651医療法人　松井クリニ松井　清明 平14. 2. 1内   外   整外診療所
     ック 大阪市此花区春日出中一丁目２５常　勤:    1ック　理事長　松井　 移転 形外 現存
     番１５号 (医       1)清明 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381228-02103 日野メンタルクリニッ〒554-0012 06-6462-5551日野　浩志 日野　浩志 平14. 5. 1心内 神   精  診療所
     ク 大阪市此花区西九条四丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     ８号ラ　ディッシュ９９　２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381328-02111 医療法人　石見医院 〒554-0002 06-6468-8787医療法人　石見医院　石見　徹夫 平14. 6. 1内   小   外  診療所
     大阪市此花区伝法五丁目４番６０常　勤:    1理事長　石見　徹夫 移転 アレ 現存
     号 (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381428-02129 医療法人北星会　鎌田〒554-0021 06-6462-3481医療法人北星会　理事鎌田　信義 平15. 4. 1消   外   内  診療所
     クリニック 大阪市此花区春日出北三丁目１番常　勤:    1長　鎌田　信義 組織変更 リハ 放   現存
     ４号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381528-02145 ラヴィータ診療所 〒554-0002 06-6463-6546社会福祉法人ラヴィー山﨑　満夫 平16. 5. 1内   歯   診療所
     (28-62145 ) 大阪市此花区伝法六丁目５番１２常　勤:    1タ　理事長　濵田　三 新規 現存
     号 (医       1)作男 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381628-02178 矢野眼科医院 〒554-0014 06-6465-0380矢野　貴資 矢野　貴資 平16. 7. 1眼   診療所
     大阪市此花区四貫島二丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号アルカディア１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381728-02186 暁明館西九条クリニッ〒554-0012 06-6466-2902社会福祉法人大阪暁明谷　善啓 平16. 7. 1ひ   診療所
     ク 大阪市此花区西九条四丁目９番５常　勤:    1館　理事長　古城　資 新規 現存
     号 (医       1)久 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 381828-02194 医療法人　島村診療所〒554-0021 06-4804-3173医療法人島村診療所　島村　裕 平16. 7. 1内   脳外 外  診療所
     大阪市此花区春日出北ニ丁目１８常　勤:    1理事長　島村　裕 組織変更 現存
     番５号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381928-02202 医療法人木本会　鈴木〒554-0021 06-6461-0623医療法人木本会鈴木産鈴木　晋一郎 平16. 8. 1一般        10診療所
     産婦人科 大阪市此花区春日出北二丁目６番常　勤:    2婦人科　理事長　鈴木 移転 産   婦   現存
     ８号 (医       2)　晋一郎 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382028-02210 医療法人　森内科 〒554-0013 06-6460-5671医療法人森内科　理事森　滋喜 平16.11. 1内   循   胃  診療所
     大阪市此花区梅香三丁目３３番１常　勤:    1長　森　滋喜 移転 現存
     ４号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382128-02228 梅原クリニック 〒554-0012 06-6462-6927梅原　滋 梅原　滋 平17. 4. 1整外 リハ 診療所
     大阪市此花区西九条二丁目２番２常　勤:    1 継承 現存
     １号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382228-02269 はやしだ診療所 〒554-0022 06-6463-3299林田　嘉彦 林田　嘉彦 平18. 1. 1外   胃   リハ診療所
     大阪市此花区春日出中二丁目１７常　勤:    1 移転 現存
     番８号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382328-02277 大草整形外科 〒554-0014 06-6467-7676大草　良夫 大草　良夫 平18. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪市此花区四貫島一丁目５番６常　勤:    1 新規 現存
     号児島建設ビル２階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382428-02285 おおにし泌尿器科クリ〒554-0014 06-6460-2005大 　規夫 大 　規夫 平18. 7. 1ひ   診療所
     ニック 大阪市此花区四貫島一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     １号セントビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382528-02293 医療法人　三輝会　村〒554-0013 06-6461-0120医療法人　三輝会　理村上　登 平18. 7. 1脳外 神内 内  診療所
     上脳神経外科内科クリ大阪市此花区梅香一丁目２６番８常　勤:    1事長　村上　登 組織変更 小   外   放  現存
     ニック 号 (医       1) 平24. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382628-02301 内科クリニック大西循〒554-0014 06-6464-9330大西　公二 大西　公二 平18. 9. 1内   循   消  診療所
     環器科消化器科 大阪市此花区四貫島一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     １号セントビル３階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382728-02319 医療法人　やすだ医院〒554-0012 06-6463-5446医療法人やすだ医院　安田　健司 平18.11. 1内   外   胃  診療所
     大阪市此花区西九条三丁目８番１常　勤:    1理事長　安田　健司 移転 現存
     １号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 382828-02335 医療法人　ごとう皮膚〒554-0021 06-6464-4112医療法人ごとう皮膚科後藤　靖 平19. 7. 1皮   アレ 診療所
     科 大阪市此花区春日出北一丁目２番常　勤:    1　理事長　後藤　靖 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382928-02350 ＨＡＢＡクリニック 〒554-0024 06-6460-8896八幡　曉直 八幡　曉直 平21. 5. 1内   皮   診療所
     大阪市此花区島屋六丁目２番９０常　勤:    1 新規 現存
     号　Ｄ－４０３ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383028-02368 くぼ耳鼻咽喉科クリニ〒554-0022 06-6131-5588久保　武志 久保　武志 平21.10. 1耳い アレ 診療所
     ック 大阪市此花区春日出中二丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番７号フュージョン山秀１階 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383128-02376 うえかわ医院 〒554-0013 06-6462-2353上川　英生 上川　英生 平21.11. 1内   整外 小  診療所
     大阪市此花区梅香三丁目２０番１常　勤:    2 移転 皮   リハ 現存
     ２号 (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383228-02392 牧野レディースクリニ〒554-0014 06-6461-0308牧野　滋 牧野　滋 平22.12. 1産婦 内   診療所
     ック 大阪市此花区四貫島二丁目４番３常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383328-02400 医療法人　尚清会　谷〒554-0051 06-6469-1077医療法人　尚清会　理谷本　尚穗 平23. 1. 1内   小   脳外診療所
     本医院 大阪市此花区酉島三丁目１８番２常　勤:    1事長　谷本　尚穗 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383428-02418 前谷耳鼻咽喉科クリニ〒554-0002 06-6465-4133前谷　修 前谷　修 平23. 5. 1耳い アレ 診療所
     ック 大阪市此花区伝法１－３－１７一常　勤:    1 移転 現存
     吉ハイツ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383528-02426 矢守眼科クリニック 〒554-0013 06-6461-0680矢守　康文 矢守　康文 平23. 5. 1眼   診療所
     大阪市此花区梅香３丁目２９番１常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383628-02434 かも眼科 〒554-0012 06-6225-8268加茂　雅朗 加茂　雅朗 平23. 9. 1眼   診療所
     大阪市此花区西九条１丁目３２番常　勤:    1 新規 現存
     １７号阪神なんば線　西九条駅２(医       1) 平29. 9. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 383728-02459 社会福祉法人大阪暁明〒554-0012 06-6462-0261社会福祉法人　大阪暁坂　宗久 平25. 4. 1一般       350病院
     館　大阪暁明館病院 大阪市此花区西九条５丁目４番８常　勤:   41明館　理事長　古城　 移転 療養       132現存
     号 (医      41)資久 平25. 4. 1内   外   小  
     非常勤:   98 皮   産婦 眼  
     (医      98) 耳い リハ 放  
     神内 整外 形外
     脳外 麻   呼  
     消   循   ひ  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383828-02467 やまさきクリニック 〒554-0014 06-6462-1212山﨑　満夫 山﨑　満夫 平26. 6. 1消   内   こう診療所
     大阪市此花区四貫島１丁目９番１常　勤:    1 継承 外   皮   現存
     ０号セントラルプラザビル２階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383928-02475 こじまクリニック 〒554-0013 06-6466-1717小島　研太郎 小島　研太郎 平27.11. 1内   リハ 麻  診療所
     大阪市此花区梅香１丁目２１番１常　勤:    1 新規 整外 現存
     ２号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384028-02483 クレーネ大阪診療所 〒554-0021 06-6464-9038社会福祉法人エージン小山　髙澄 平29. 4. 1内   精   診療所
     大阪市此花区春日出北一丁目２２常　勤:    1グライフ福祉会　理事 新規 現存
     番３号 (医       1)長　沼谷　勝之 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384128-02491 医療法人　日野医院 〒554-0001 06-6463-1468医療法人日野医院　理小畑　優子 平29. 3. 1内   脳外 診療所
     大阪市此花区高見二丁目１３番３常　勤:    1事長　小畑　優子 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384228-02509 医療法人伯鳳会　大阪〒554-0022 06-6462-1888医療法人伯鳳会　理事山本　道法 平29. 8. 1放   診療所
     陽子線クリニック 大阪市此花区春日出中一丁目２７常　勤:    1長　古城　資久 新規 現存
     番９号 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384330-03586 西村医院 〒533-0013 06-6328-2419西村　保 西村　保 昭41.10. 1内   小   放  診療所
     大阪市東淀川区豊里五丁目１８番常　勤:    1 移転 現存
     １２号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384430-04766 宇野外科整形外科医院〒533-0023 06-6325-3651宇野　太平 宇野　太平 昭54. 4. 1外   整外 皮  診療所
     大阪市東淀川区東淡路一丁目５－常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     １－１０５ (医       1) 平30. 4. 1
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 384530-04816 橋本医院 〒533-0024 06(6322)0285橋本　千暉 橋本　千暉 昭54.12. 1内   診療所
     大阪市東淀川区柴島二丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １３号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384630-04873 河島医院 〒533-0004 06-6326-6931河島　長義 河島　長義 昭56. 8. 1ひ   診療所
     大阪市東淀川区小松二丁目５番２常　勤:    1 新規 現存
     号米田ハイツ２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384730-05029 特別養護老人ホーム　〒533-0001 06-6349-3418社会福祉法人井高野福天野　和代 昭60. 9. 1内   診療所
     井高野園 大阪市東淀川区井高野三丁目１番常　勤:    1祉会　理事長　村上　 新規 現存
     ５８号 (医       1)五百子 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384830-05045 さいか耳鼻咽喉科 〒533-0006 06(6324)2892雑賀　宏 雑賀　宏 昭61. 4. 1耳い 診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番２３号上新庄阪急ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384930-05060 塩出クリニック 〒533-0006 06-6320-3456塩出　進 塩出　進 昭61.12. 1内   婦   診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番２３号上新庄阪急ビル３階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385030-05078 医療法人　タツミ医院〒533-0021 06-6327-2880医療法人タツミ医院　巽　理 昭62. 4. 1内   胃   リハ診療所
     大阪市東淀川区下新庄五丁目５番常　勤:    2理事長　巽　理 組織変更 外   現存
     ３号 (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385130-05086 医誠会病院 〒533-0022 06-6326-1121医療法人医誠会　理事松本　勝美 昭62. 4. 1一般       327病院
     大阪市東淀川区菅原六丁目２番２常　勤:   82長　谷　幸治 組織変更 内   呼内 消  現存
     ５号 (医      82) 平29. 4. 1外   循   アレ
     非常勤:  117 リウ 整外 形外
     (医     117) 脳外 呼外 心外
     皮   ひ   婦  
     眼   耳い リハ
     放   麻   救命
     病理 神内 
     内科、消化器内
     科、消化器外科
     、循環器内科、
     肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385230-05094 馬場耳鼻咽喉科麻酔科〒533-0022 06-6327-8787馬場　昭夫 馬場　昭夫 昭62. 8. 1耳い 麻   診療所
     大阪市東淀川区菅原六丁目２０番常　勤:    1 移転 現存
     ７号 (医       1) 平29. 8. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   426 頁

 385330-05136 よどがわ保健生活協同〒533-0031 06-6322-5211よどがわ保健生活協同黑川　義澄 昭62.11. 1内   小   整外診療所
     組合　淡路診療所 大阪市東淀川区西淡路五丁目１１常　勤:    1組合　理事長　安達　 移転 放   リハ 現存
     番１１号 (医       1)隆雄 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385430-05169 坂本産婦人科クリニッ〒533-0005 06(6326)4103坂本　平年 坂本　平年 昭63. 1. 1一般         7診療所
     ク 大阪市東淀川区瑞光四丁目１２番常　勤:    1 新規 産婦 現存
     ３６号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385530-05185 中田クリニック 〒533-0031 06(6326)1232中田　和彦 中田　和彦 昭63. 5. 1内   皮   診療所
     大阪市東淀川区西淡路一丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番３０号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385630-05193 医療法人　げん外科内〒533-0011 06(6327)3181医療法人げん外科内科玄　貴雄 昭63. 7. 1外   整外 内  診療所
     科 大阪市東淀川区大桐二丁目２０番常　勤:    2　理事長　玄　貴雄 組織変更 胃   皮   リハ現存
     １０号 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385730-05276 医療法人　橋本眼科医〒533-0022 06-6329-3539医療法人橋本眼科医院山田　紫織 昭45. 7. 1眼   診療所
     院 大阪市東淀川区菅原六丁目２５番常　勤:    1　理事長　山田　紫織 継承 現存
     １６号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385830-05284 キボシ眼科 〒533-0006 06-6324-3932木坊子　敬貢 木坊子　敬貢 平元. 8. 1眼   診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番２３号上新庄阪急ビル３階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385930-05300 医療法人憲諒会　木戸〒533-0001 06-6340-6195医療法人憲諒会　理事 鍋　憲市 平 2. 1. 1内   小   診療所
     医院 大阪市東淀川区井高野三丁目３番常　勤:    1長　 鍋　憲市 組織変更 現存
     ６１号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386030-05318 医療法人篤仁会　深尾〒533-0022 06-6328-5066医療法人篤仁会　理事深尾　利津雄 平 2. 1. 1内   小   放  診療所
     医院 大阪市東淀川区菅原六丁目２１番常　勤:    1長　深尾　利津雄 組織変更 現存
     ２３号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386130-05326 医療法人和光会　光井〒533-0013 06-6327-3805医療法人和光会光井診光井　英昭 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     診療所 大阪市東淀川区豊里六丁目４番１常　勤:    1療所　理事長　光井　 組織変更 皮   放   現存
     ４号 (医       1)英昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386230-05367 植原内科 〒533-0006 06-6322-5111植原　典美 植原　典美 平 2. 4. 1内   消   循  診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (医       1) 平29. 4. 1
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 386330-05409 医療法人　いしかわ耳〒533-0032 06-6322-6807医療法人いしかわ耳鼻石川　雅洋 平 2. 7. 1耳い 気食 アレ診療所
     鼻咽喉科クリニック 大阪市東淀川区淡路四丁目４番１常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     ０号 (医       1)事長　石川　雅洋 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386430-05458 医療法人　東永内科リ〒533-0014 06(6329)0276医療法人　東永内科リ兪　炳碩 平 3. 1. 1内   リウ リハ診療所
     ウマチ科 大阪市東淀川区豊新５丁目６番１常　勤:    2ウマチ科　理事長　兪 組織変更 現存
     ９号 (医       2)　炳碩 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386530-05516 上出耳鼻咽喉科 〒533-0002 06(6349)1133上出　一朗 上出　一朗 平 3. 9. 1耳い 診療所
     大阪市東淀川区北江口四丁目１４常　勤:    1 新規 休止
     番５号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386630-05532 医療法人　池岡耳鼻咽〒533-0021 06-6321-6187医療法人池岡耳鼻咽喉池岡　博之 平 4. 1. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市東淀川区下新庄五丁目２番常　勤:    1科　理事長　池岡　博 組織変更 現存
     １９号下新庄フラワービル２階 (医       1)之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386730-05581 上畑眼科クリニック 〒533-0005 06-6325-5656上畑　晃司 上畑　晃司 平 4. 7. 1眼   診療所
     大阪市東淀川区瑞光四丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号ハイツアゼリア１階１０２(医       1) 平28. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386830-05607 医療法人俊英会　内田〒533-0021 06-6322-6435医療法人俊英会　理事内田　俊之 平 4. 7. 1内   胃   消  診療所
     医院 大阪市東淀川区下新庄四丁目１１常　勤:    1長　内田　俊之 組織変更 現存
     番２１号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386930-05615 医療法人　のま耳鼻咽〒533-0013 06-6370-3341医療法人のま耳鼻咽喉野間　成則 平 4. 7. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市東淀川区豊里六丁目１番９常　勤:    1科　理事長　野間　成 組織変更 現存
     号ヴィラ藤２　１階 (医       1)則 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387030-05714 岸本眼科 〒533-0033 06-6322-2652田上　伸子 田上　伸子 平 5. 6. 1眼   診療所
     大阪市東淀川区東中島三丁目１７常　勤:    1 移転 現存
     番１０号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387130-05805 高柳メガクリニック 〒533-0033 06-6370-0112高柳　進 高柳　進 平 6. 4. 1形外 皮   診療所
     大阪市東淀川区東中島１－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ５新大阪丸ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387230-05847 医療法人　平井・池上〒533-0031 06-6321-8449医療法人　平井・池上池上　司 平 7. 1. 1精   神   診療所
     クリニック 大阪市東淀川区西淡路一丁目１６常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番１３号 (医       2)池上　司 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 387330-05862 社会福祉法人　大阪自〒533-0023 06-6325-3302社会福祉法人大阪自彊湯川　研一 平 7. 6. 1内   精   整外診療所
     彊館リベルテ診療所 大阪市東淀川区東淡路一丁目４番常　勤:    1館　理事長　川端　均 新規 皮   神内 現存
     ４９号 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387430-05870 医療法人健裕会　横井〒533-0005 06-6327-4511医療法人健裕会　理事横井　徹 平 7. 5. 1整外 リハ 放  診療所
     整形外科 大阪市東淀川区瑞光五丁目５番５常　勤:    1長　横井　徹 移転 皮   リウ 現存
     号アゼリアⅡ１階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387530-05888 医療法人　石田クリニ〒533-0014 06-6325-0246医療法人石田クリニッ石田　允 平 7. 6. 1小   内   皮  診療所
     ック 大阪市東淀川区豊新三丁目２５番常　勤:    1ク　理事長　石田　允 移転 現存
     １９号 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387630-05946 植原医院 〒533-0006 06-6328-1807植原　智英子 植原　智英子 平 8. 1. 1胃   内   放  診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目９番常　勤:    2 継承 現存
     １１号 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387730-05953 おざき耳鼻咽喉科 〒533-0005 06-6325-8733尾崎　康弘 尾崎　康弘 平 8. 3. 1耳い 診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号ブロッサム瑞光２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387830-06035 白山クリニック 〒533-0013 06-6320-9595白山　泰明 白山　泰明 平 8.11. 1外   胃   整外診療所
     大阪市東淀川区豊里七丁目３３番常　勤:    1 新規 リハ こう 内  現存
     ７号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387930-06043 医療法人　康純会　赤〒533-0022 06-6328-8761医療法人　康純会　理赤井　啓二 平 9. 1. 1外   整外 消  診療所
     井クリニック 大阪市東淀川区菅原七丁目１０番常　勤:    1事長　赤井　啓二 組織変更 内   こう リハ現存
     ７号クレールスガハラＢ棟１０１(医       1) 平30. 1. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388030-06050 医療法人　津本クリニ〒533-0013 06-6327-2241医療法人　津本クリニ津本　清次 平 9. 1. 1内   消   胃  診療所
     ック 大阪市東淀川区豊里六丁目２１番常　勤:    2ック　理事長　津本　 組織変更 現存
     ９号 (医       2)清次 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388130-06118 長尾医院 〒533-0033 06-6323-8850長尾　年史 長尾　年史 平 9. 7. 1内   小   診療所
     大阪市東淀川区東中島三丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平24. 7. 1
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 388230-06126 坂田医院 〒533-0031 06-6815-3358坂田　善吾 坂田　善吾 平 9. 7. 1内   小   神内診療所
     大阪市東淀川区西淡路四丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     番１６号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388330-06134 医療法人　横田クリニ〒533-0001 06-6340-4158医療法人横田クリニッ横田　和男 平 9. 7. 1小   内   アレ診療所
     ック 大阪市東淀川区井高野一丁目１番常　勤:    1ク　理事長　横田　和 組織変更 放   リハ 現存
     ２９号 (医       1)男 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388430-06142 医療法人淡青山会　吉〒533-0021 06-6320-4976医療法人淡青山会　理吉田　連 平 9. 7. 1内   神内 リハ診療所
     田クリニック 大阪市東淀川区下新庄一丁目１１常　勤:    1事長　吉田　連 組織変更 放   小   精  現存
     番８号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388530-06217 医療法人延寿会　協和〒533-0006 06-6326-0700医療法人延寿会協和医丘　誠一 平 9.10. 1内   胃   外  診療所
     医院 大阪市東淀川区上新庄二丁目１５常　勤:    1院　理事長　丘　誠一 移転 整外 呼内 リハ現存
     番１８号 (医       1) 平24.10. 1内科、胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388630-06233 まきながクリニック 〒533-0032 06-6321-3733槇永　剛一 槇永　剛一 平 9.12. 1神内 内   神  診療所
     大阪市東淀川区淡路三丁目２０番常　勤:    1 新規 精   現存
     １７号ルミエールエスト淀川２０(医       1) 平27.12. 1
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388730-06241 医療法人　中城クリニ〒533-0031 06-6327-5002医療法人　中城クリニ中城　和也 平 9.11. 1外   整外 リハ診療所
     ック 大阪市東淀川区西淡路四丁目２５常　勤:    2ック　理事長　中城　 移転 内   循   消  現存
     番７０号 (医       2)義之 平24.11. 1放   
     内科、循環器内
     科、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388830-06258 医療法人敬和会　沢辺〒533-0013 06-6324-8991医療法人敬和会　理事沢辺　敬子 平10. 1. 1眼   皮   診療所
     クリニック 大阪市東淀川区豊里四丁目８番２常　勤:    2長　沢辺　敬子 組織変更 現存
     ３号第３高光マンション１階１０(医       2) 平28. 1. 1
     ９号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388930-06266 医療法人菊倍会　みず〒533-0013 06-6321-4970医療法人菊倍会　理事山本　寛 平10. 1. 1外   整外 胃  診療所
     ほクリニック 大阪市東淀川区豊里四丁目６番１常　勤:    1長　山本　寛 組織変更 こう リハ 現存
     ４号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389030-06274 安積診療所 〒533-0007 06-6340-1977天野　和代 天野　和代 平10. 1. 1内   外   整外診療所
     大阪市東淀川区相川二丁目９番１常　勤:    1 継承 現存
     ８号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389130-06290 アオキクリニック形成〒533-0002 06-6829-2000青木　利治 青木　利治 平10. 6. 1形外 皮   診療所
     外科皮膚科 大阪市東淀川区北江口一丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平28. 6. 1
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 389230-06308 岡部内科クリニック 〒533-0023 06-6815-8100岡部　登志男 岡部　登志男 平10.10. 1内   胃   リハ診療所
     大阪市東淀川区東淡路四丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389330-06332 医療法人至心会　整形〒533-0014 06-6379-9297医療法人　至心会　理喜多　義将 平11. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     外科きたクリニック 大阪市東淀川区豊新五丁目１８番常　勤:    1事長　喜多　義将 組織変更 現存
     ２号メゾングレース１階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389430-06381 医療法人医誠会　医誠〒533-0022 06-6815-9051医療法人　医誠会　理堀田　 久 平11. 5. 1内   診療所
     会病院附属クリニック大阪市東淀川区菅原七丁目１番１常　勤:    2事長　谷　幸治 新規 現存
     ９号 (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389530-06399 医療法人　春田眼科医〒533-0004 06-6328-5281医療法人　春田眼科医春田　龍吾 平11. 6. 1眼   診療所
     院 大阪市東淀川区小松一丁目１０番常　勤:    2院　理事長　春田　龍 移転 現存
     ３８号 (医       2)吾 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389630-06407 西田医院 〒533-0014 06-6327-4341西田　佳史 西田　佳史 平11. 9. 1内   小   診療所
     大阪市東淀川区豊新三丁目１５番常　勤:    1 移転 現存
     １４号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389730-06449 社会福祉法人　ノーマ〒533-0032 06-6328-2941社会福祉法人　ノーマ矢本　真城 平12. 4. 1内   精   診療所
     ライゼーション協会　大阪市東淀川区淡路三丁目１３番常　勤:    1ライゼーション協会　 新規 現存
     ハーブ診療所 ３７号 (医       1)理事長　山中　多美男 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389830-06456 よねむら皮フ科・形成〒533-0005 06-4809-0007米村　信義 米村　信義 平12. 7. 1皮   形外 診療所
     クリニック 大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389930-06472 医療法人　敬心会　勝〒533-0032 06-6322-4604医療法人　敬心会　理勝久　敬太 平12. 7. 1外   整外 内  診療所
     久医院 大阪市東淀川区淡路四丁目１番２常　勤:    2事長　勝久　敬太 組織変更 皮   リハ 現存
     ８号 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390030-06498 西原クリニック 〒533-0005 06-4809-0005西原　太 西原　太 平12.10. 1内   透析 診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ３号５階 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 390130-06555 医療法人聖心会　清水〒533-0005 06-6370-0033医療法人聖心会　理事清水　聖保 平13. 1. 1神内 内   精  診療所
     クリニック 大阪市東淀川区瑞光一丁目４番２常　勤:    1長　清水　聖保 組織変更 リハ 現存
     ６号 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390230-06571 江口医院 〒533-0005 06-6328-3068江口　忠 江口　忠 平13. 2.25内   小   診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目８番７常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平25. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390330-06597 医療法人あけぼの会　〒533-0031 06-6323-2650医療法人あけぼの会　前納　健二 平13. 5. 1内   消   精  診療所
     あけぼのＧＭクリニッ大阪市東淀川区西淡路二丁目１５常　勤:    4理事長　前納　健二 移転 心内 現存
     ク 番５号 (医       4) 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390430-06605 医療法人　大野クリニ〒533-0005 06-6320-7965医療法人　大野クリニ大野　京介 平13. 7. 1精   神   心内診療所
     ック 大阪市東淀川区瑞光一丁目７番１常　勤:    1ック　理事長　大野　 組織変更 内   現存
     ８号ブロッサム瑞光３階 (医       1)京介 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390530-06613 医療法人正志会　あづ〒533-0032 06-6325-1122医療法人正志会　理事東　勇志 平13. 7. 1ひ   診療所
     ま泌尿器科 大阪市東淀川区淡路四丁目８番１常　勤:    1長　東　勇志 組織変更 現存
     ９号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390630-06639 よどがわ保健生活協同〒533-0014 06-6379-6466よどがわ保健生活協同竹内　護 平13.12. 1内   皮   放  診療所
     組合　コープこぶし通大阪市東淀川区豊新一丁目３番１常　勤:    1組合　理事長　安達　 新規 現存
     り診療所 号 (医       1)隆生 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390730-06647 医療法人　前田整形外〒533-0001 06-6829-2468医療法人　前田整形外前田　智雄 平14. 1. 1整外 外   リウ診療所
     科 大阪市東淀川区井高野二丁目５番常　勤:    1科　理事長　前田　智 組織変更 リハ 放   現存
     ８号 (医       1)雄 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390830-06654 さわやか診療所 〒533-0014 06-6815-9292社会福祉法人優光福祉宮本　勝彦 平14. 3. 1内   診療所
     大阪市東淀川区豊新二丁目１５番常　勤:    1会　理事長　塚本　勇 新規 現存
     ２０号 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390930-06662 梅田皮膚科 〒533-0006 06-6326-6360村松　勉 村松　勉 平14. 2. 1皮   診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目２４常　勤:    1 継承 現存
     番２３号上新庄阪急ビル３階 (医       1) 平26. 2. 1
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 391030-06712 医療法人正志会　あづ〒533-0004 06-6990-1160医療法人正志会　理事東　勇太郎 平14. 7. 1ひ   診療所
     まクリニック 大阪市東淀川区小松一丁目５番２常　勤:    1長　東　勇志 組織変更 現存
     ３号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391130-06738 森川こどもクリニック〒533-0032 06-6327-0415森川　嘉郎 森川　嘉郎 平15. 3. 1小   診療所
     大阪市東淀川区淡路二丁目１６番常　勤:    2 新規 現存
     ６号シンプルコート１階 (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391230-06761 井上内科 〒533-0006 06-6320-2761原　宏子 原　宏子 平15. 5. 1内   循   小  診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目８番常　勤:    1 継承 現存
     ２３号 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391330-06795 医療法人　前田こども〒533-0006 06-6990-1115医療法人前田こどもク前田　一 平16. 1. 1小   診療所
     クリニック 大阪市東淀川区上新庄二丁目１５常　勤:    1リニック　理事長　前 組織変更 現存
     番１８号旭丘ビル４階 (医       1)田　一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391430-06803 中井医院 〒533-0033 06-6323-5218中井　創 中井　創 平16. 1. 1内   外   消  診療所
     大阪市東淀川区東中島二丁目２０常　勤:    1 移転 リハ 現存
     番７号シュウライフ新大阪１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391530-06837 淡路介護老人福祉施設〒533-0032 06-6370-5501社会福祉法人至心会　花井　勝義 平16. 4. 1内   診療所
     ビハーラ診療所 大阪市東淀川区淡路五丁目１１番常　勤:    1理事長　野村　康治 新規 現存
     １７号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391630-06845 くすのき眼科 〒533-0006 06-6325-9890楠　哲夫 楠　哲夫 平16. 6. 1眼   診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番１８号旭丘ビル３階 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391730-06852 淀川キリスト教病院ホ〒533-0033 06-6990-5111宗教法人在日本南プレ鍋谷　まこと 平16. 5. 1一般        76病院
     スピス・こどもホスピ大阪市東淀川区東中島六丁目９番常　勤:    1スビテリアンミッショ 移転 内   小   他  休止
     ス病院 ３号 (医       1)ン　代表役員　モーア 平28. 5. 1
     非常勤:    1・ウィリアム
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391830-06860 笹川医院 〒533-0021 06-6328-6128川上　万平 川上　万平 平16. 4.15内   小   皮  診療所
     大阪市東淀川区下新庄五丁目９番常　勤:    1 継承 現存
     １３号 (医       1) 平28. 4.15
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 391930-06878 医療法人英樹会　寺脇〒533-0005 06-4809-0006医療法人英樹会　理事寺脇　英二 平16. 7. 1整外 リハ 内  診療所
     クリニック 大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    2長　寺脇　英二 組織変更 現存
     ３号エムステーションビル１階 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392030-06886 医療法人昌貴会　かわ〒533-0001 06-6829-2777医療法人昌貴会　理事河瀬　昌司 平16. 7. 1小   診療所
     せ小児科 大阪市東淀川区井高野二丁目５番常　勤:    2長　河瀬　貴子 組織変更 現存
     ８号井高野中央ビル２階 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392130-06902 医療法人　髙木眼科ク〒533-0032 06-6321-3123医療法人髙木眼科クリ髙木　敬之 平17. 1. 1眼   診療所
     リニック 大阪市東淀川区淡路五丁目５番３常　勤:    1ニック　理事長　髙木 組織変更 現存
     号松屋ハイツ１階 (医       1)　敬之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392230-06928 医療法人　河東クリニ〒533-0004 06-6321-3150医療法人　河東クリニ河東　時明 平17. 5. 1内   外   リハ診療所
     ック 大阪市東淀川区小松四丁目１０番常　勤:    1ック　理事長　河東　 移転 現存
     １２号 (医       1)時明 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392330-06936 医療法人　山樹会　西〒533-0005 06-4809-0222医療法人　山樹会　理西原　悟 平17. 7. 1眼   内   診療所
     原眼科 大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    1事長　西原　悟 組織変更 現存
     ３号エムステーションビル４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392430-06944 医療法人菊秀会　やす〒533-0005 06-6815-7717医療法人菊秀会　理事菊池　 宏 平17. 7. 1内   呼   消  診療所
     らぎ医院 大阪市東淀川区瑞光一丁目６番１常　勤:    1長　菊池　 宏 組織変更 循   リハ 放  現存
     ２号ノートルプレジール１階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392530-06977 山本クリニック 〒533-0013 06-6320-3533山本　一成 山本　一成 平18. 2. 1内   リハ 診療所
     大阪市東淀川区豊里二丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     －１０９ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392630-06985 医療法人　中尾医院 〒533-0022 06-6322-6816医療法人　中尾医院　中尾　正俊 平18. 3. 1内   小   循  診療所
     大阪市東淀川区菅原五丁目７番１常　勤:    1理事長　中尾　正俊 移転 胃   リハ 現存
     １号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392730-07009 ひろざね内科・循環器〒533-0013 06-6323-6081廣實　俊郎 廣實　俊郎 平18.12. 1内   循   診療所
     科 大阪市東淀川区豊里四丁目５番２常　勤:    1 新規 現存
     １号大光ビル１階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392830-07017 河合内科医院 〒533-0015 06-6328-1545河合　豊 河合　豊 平19. 1. 1内   消   診療所
     大阪市東淀川区大隅二丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 392930-07025 医療法人　啓松会　飯〒533-0004 06-6328-2500医療法人　啓松会　理飯原　啓介 平19. 1. 1外   こう 胃  診療所
     原医院 大阪市東淀川区小松三丁目５番３常　勤:    1事長　飯原　啓介 組織変更 整外 皮ひ リハ現存
     １号 (医       1) 平25. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393030-07041 安田内科クリニック 〒533-0032 06-6320-1010医療法人　慈真会　理安田　隆彦 平19. 1. 1内   呼   循  診療所
     大阪市東淀川区淡路三丁目２０番常　勤:    1事長　安田　隆彦 組織変更 現存
     ２３号メゾンドール清水１０２号(医       1) 平25. 1. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393130-07058 医療法人　新徳会　新〒533-0004 06-6370-8341医療法人　新徳会　理新居　康夫 平19. 1. 1脳外 神内 心内診療所
     居脳神経外科クリニッ大阪市東淀川区小松一丁目３番１常　勤:    1事長　新居　康夫 組織変更 内   精   現存
     ク ５号アベニュー小松ビル１Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393230-07066 沖中眼科 〒533-0013 06-6326-7800沖中　俊憲 沖中　俊憲 平19. 2. 1眼   診療所
     大阪市東淀川区豊里七丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     ７号第１２高光マンション１階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393330-07082 医療法人　辻クリニッ〒533-0005 06-6328-6472医療法人辻クリニック辻　正純 平19. 7. 1外   整外 内  診療所
     ク 大阪市東淀川区瑞光四丁目７番２常　勤:    1　理事長　辻　正純 組織変更 消   皮   リハ現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393430-07090 赤井内科泌尿器科クリ〒533-0001 06-6829-0055赤井　秀行 赤井　秀行 平19. 9. 1内   ひ   診療所
     ニック 大阪市東淀川区井高野二丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ８号井高野中央ビル２階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393530-07116 松山診療所 〒533-0004 06-6328-1808松山　久仁子 松山　久仁子 平19.10. 1内   神内 診療所
     大阪市東淀川区小松一丁目９番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393630-07124 浜田整形外科 〒533-0005 06-6321-7103濵田　泰 濵田　泰 平19.10. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目１２番常　勤:    2 継承 現存
     １２号－１０１シセイビル１階 (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393730-07140 渋川医院 〒533-0032 06-6322-5877渋川　洋子 渋川　洋子 平19.10. 9内   小   診療所
     大阪市東淀川区淡路三丁目１３番常　勤:    1 継承 現存
     ２４号 (医       1) 平25.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393830-07165 かわごえこどもクリニ〒533-0013 06-6170-2415川越　宏幸 川越　宏幸 平20. 9. 1小   アレ 診療所
     ック 大阪市東淀川区豊里七丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     ７号豊里クリニックモール　１階(医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393930-07173 たはら眼科 〒533-0023 06-6322-5410田原　恭治 田原　恭治 平20. 8. 8眼   診療所
     大阪市東淀川区東淡路四丁目１８常　勤:    1 移転 現存
     番１５号 (医       1) 平26. 8. 8



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   435 頁

 394030-07181 医療法人正志会　正志〒533-0012 06-6155-6010医療法人正志会　理事和田　晃 平20.10. 1内   透析 診療所
     会あづま腎透析クリニ大阪市東淀川区大道南一丁目４番常　勤:    2長　東　勇志 新規 腎臓内科、透析現存
     ック １３号 (医       2) 平26.10. 1内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394130-07199 玉谷クリニック 〒533-0004 06-6323-8181玉谷　実智夫 玉谷　実智夫 平20.11. 1内   アレ リハ診療所
     大阪市東淀川区小松一丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394230-07207 たなかクリニック 〒533-0014 06-6320-1017田中　正剛 田中　正剛 平20.12. 1内   診療所
     大阪市東淀川区豊新一丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394330-07223 医療法人桃和会　うえ〒533-0011 06-6323-0011医療法人桃和会　理事植野　正也 平21. 7. 1外   内   リハ診療所
     のクリニック 大阪市東淀川区大桐一丁目７番１常　勤:    1長　植野　正也 組織変更 現存
     ６号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394430-07249 医療法人　やまもと整〒533-0013 06-6326-7778医療法人やまもと整形山本　龍範 平22. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科 大阪市東淀川区豊里七丁目１０番常　勤:    1外科　理事長　山本　 組織変更 外   現存
     １７号シルバーシャトー１階 (医       1)龍範 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394530-07264 中野内科クリニック 〒533-0004 06-4809-1138中野　義 中野　義 平22. 4. 1内   診療所
     大阪市東淀川区小松一丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     ２０号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394630-07280 竹林医院 〒533-0007 06-6340-1181竹林　惠子 竹林　惠子 平22. 8. 1耳い 内   心内診療所
     大阪市東淀川区相川二丁目１１番常　勤:    1 継承 精   現存
     １２号 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394730-07306 松岡医院 〒533-0032 06-6323-0601中村　容子 中村　容子 平22. 7.21内   神内 小  診療所
     大阪市東淀川区淡路五丁目１番１常　勤:    1 継承 現存
     ９号松岡医療ビル１階 (医       1) 平28. 7.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394830-07314 牛尾整形外科 〒533-0004 06-6320-7836医療法人プラテス　理牛尾　一康 平22. 8. 1リウ 整外 リハ診療所
     大阪市東淀川区小松一丁目４番６常　勤:    1事長　牛尾　一康 移転 現存
     号上新庄ビル１階 (医       1) 平28. 8. 1
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 394930-07322 くりもと循環器クリニ〒533-0003 06-6195-6211栗本　泰行 栗本　泰行 平22.12. 1循   内   透析診療所
     ック 大阪市東淀川区南江口二丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395030-07330 医療法人順心会　藤本〒533-0013 06-6328-1850医療法人順心会　理事藤本　順一郎 平22.12. 1内   小   循  診療所
     クリニック 大阪市東淀川区豊里五丁目２１番常　勤:    1長　藤本　順一郎 移転 現存
     １５号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395130-07355 みきなクリニック 〒533-0033 06-6325-2222姜　玲美（東海玲美）姜　玲美（東海玲美）平23. 5. 1皮   診療所
     大阪市東淀川区東中島１－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ７リセラビル２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395230-07363 土屋医院 〒533-0002 06-6340-7008土屋　和之 土屋　和之 平23. 5. 1内   外   整外診療所
     大阪市東淀川区北江口４丁目２１常　勤:    1 継承 胃   放   リハ現存
     番１３号 (医       1) 平29. 5. 1皮   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395330-07371 医療法人　花実会　花〒533-0032 06-6322-1990医療法人花実会　理事花井　勝義 平24. 1. 1循   内   外  診療所
     井診療所 大阪市東淀川区淡路５丁目１１番常　勤:    1長　花井　勝義 組織変更 放   リハ 現存
     １号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395430-07389 新庄整形外科 〒533-0023 06-6195-3834新庄　英司 新庄　英司 平24. 5. 1整外 外   リハ診療所
     大阪市東淀川区東淡路４丁目２８常　勤:    1 新規 現存
     番１４号イーズメディテラス３０(医       1) 平30. 5. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395530-07397 なかじま糖尿病内科 〒533-0023 06-6325-1710中島　芳樹 中島　芳樹 平24. 5. 1内   診療所
     大阪市東淀川区東淡路４丁目２８常　勤:    1 新規 現存
     番１４号Ｅ’ｓメディテラス４階(医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395630-07405 医療法人　若葉会　淀〒533-0014 06-6327-0871医療法人　若葉会　理望月　俊男 平24. 5. 1一般       112病院
     川若葉会病院 大阪市東淀川区豊新５－１５－２常　勤:    6事長　西垣　秀尊 組織変更 療養        52現存
     ５ (医       6) 平30. 5. 1内   呼内 循  
     非常勤:   15 消   外   整外
     (医      15) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395730-07413 宮崎内科クリニック 〒533-0003 06-6327-3320宮﨑　良樹 宮﨑　良樹 平24. 6. 6内   小   診療所
     大阪市東淀川区南江口２丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     １２号グレース江口橋１０６号 (医       1) 平30. 6. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 395830-07421 宗教法人　在日本南プ〒533-0024 06-6322-2250宗教法人　在日本南プ渡邊　直也 平24. 7.16一般       581地域支援
     レスビテリアンミッシ大阪市東淀川区柴島１丁目７番５常　勤:  212レスビテリアンミッシ 移転 内   外   リウ病院
     ョン　淀川キリスト教０号 (医     212)ョン　代表役員　モー 平24. 7.16小   皮   ひ  現存
     病院 非常勤:  124ア・ウィリアム 産婦 眼   耳い
     (医     124) リハ 放   循  
     呼   神内 消  
     精   神   小外
     呼外 整外 脳外
     心外 形外 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395930-07447 北尻耳鼻咽喉科医院 〒533-0022 06-6322-1110北尻　金三郎 北尻　金三郎 平24.11. 1耳い 診療所
     大阪市東淀川区菅原５丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     １０号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396030-07454 医療法人ともえ会　き〒533-0022 06-6325-0318医療法人　ともえ会　石﨑　浩之 平25. 6. 1内   ひ   精  診療所
     たはらクリニック 大阪市東淀川区菅原六丁目１番１常　勤:    1理事長　石﨑　浩之 新規 皮   現存
     ９号サンライズ壱番館１階 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396130-07462 医療法人　光綾会　野〒533-0032 06-6322-3113医療法人　光綾会　理野々村　淳 平26. 1. 1整外 外   リハ診療所
     々村整形外科クリニッ大阪市東淀川区淡路３丁目２０番常　勤:    1事長　野々村　淳 組織変更 リウ 現存
     ク １７号ルミエールエスト淀川１階(医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396230-07488 カイセイメンタルクリ〒533-0005 06-7500-3769橋本　 磨 橋本　 磨 平26. 7. 1精   心内 診療所
     ニック 大阪市東淀川区瑞光１丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396330-07496 特別養護老人ホーム　〒533-0033 06-6370-7002社会福祉法人秀生会　吉尾　晟 平26. 7. 1内   診療所
     ザイオン新大阪クリニ大阪市東淀川区東中島２丁目１４常　勤:    1理事長　中山　洋子 新規 現存
     ック 番１３号 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396430-07520 新大阪バスキュラーア〒533-0033 06-6324-1177日野　裕 日野　裕 平27. 3. 1外   診療所
     クセス　日野クリニッ大阪市東淀川区東中島１丁目１９常　勤:    1 新規 現存
     ク 番４号新大阪ＮＬＣビル２階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396530-07538 松井レディースクリニ〒533-0014 06-6795-9600松井　義明 松井　義明 平27. 7. 6婦   産   診療所
     ック 大阪市東淀川区豊新１丁目１７－常　勤:    1 新規 現存
     １６エトワール豊新Ⅱ　１階 (医       1) 平27. 7. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
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 396630-07546 田外科クリニック 〒533-0032 06-6322-2830久德　美樹 久德　美樹 平27. 7.16外   形外 皮  診療所
     大阪市東淀川区淡路２丁目１３番常　勤:    1 継承 リハ 現存
     ８号 (医       1) 平27. 7.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396730-07553 池袋医院 〒533-0014 06-6990-2225池袋　一哉 池袋　一哉 平27.10. 1内   外   整外診療所
     大阪市東淀川区豊新４－２－５グ常　勤:    1 新規 皮   ひ   こう現存
     ランドハイツ北１Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396830-07561 医療法人　田中医院 〒533-0023 06-6322-1687医療法人田中医院　理田中　馨 平27.11. 1内   外   精  診療所
     大阪市東淀川区東淡路２丁目１６常　勤:    1事長　田中　衛 移転 心内 現存
     番５号 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396930-07579 医療法人蓮華友愛会　〒533-0032 06-6325-0212医療法人蓮華友愛会　矢本　真城 平28. 1. 1内   歯   診療所
     (30-67579 ) 矢本診療所 大阪市東淀川区淡路４－７－９ベ常　勤:    1理事長　北山　恵三 組織変更 現存
     ンセドール淡路４階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       3)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397030-07587 医療法人誉祐会　はり〒533-0023 06-6195-5777医療法人誉祐会　理事張野　正誉 平28. 1. 1眼   診療所
     の眼科 大阪市東淀川区東淡路四丁目２８常　勤:    1長　張野　正誉 組織変更 現存
     番１４号イーズメディテラス２階(医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397130-07595 医療法人　たけだ眼科〒533-0002 06-4862-8001医療法人たけだ眼科　竹田　清子 平28. 1. 1眼   診療所
     大阪市東淀川区北江口四丁目６番常　勤:    1理事長　竹田　清子 組織変更 現存
     １５号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397230-07603 医療法人成仁会　成仁〒533-0013 06-6327-7765医療法人成仁会　理事遠藤　義彦 平28. 8. 1一般        60病院
     会病院 大阪市東淀川区豊里七丁目１９番常　勤:    5長　遠藤　義彦 組織変更 内   外   皮  現存
     ２７号 (医       5) 平28. 8. 1リハ 放   呼  
     非常勤:   17 循   胃   整外
     (医      17) こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397330-07611 あらかわこころのクリ〒533-0023 06-6379-3131荒川　大介 荒川　大介 平28.10. 1心内 精   診療所
     ニック 大阪市東淀川区東淡路四丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番１７号メディアンイースト２階(医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 397430-07629 ごとう内科・消化器内〒533-0023 06-6195-5107後藤　靖和 後藤　靖和 平28.11. 1内   消   診療所
     科 大阪市東淀川区東淡路４－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １７－３Ｆ・４Ｆ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397530-07637 医療法人光誠会　ゆう〒533-0014 06-6327-0550医療法人光誠会　理事永井　祐吾 平29. 4. 3内   整外 外  診療所
     メディカルクリニック大阪市東淀川区豊新一丁目２１番常　勤:    1長　古濱　正彦 新規 リハ 皮   脳外現存
     ２９号 (医       1) 平29. 4. 3リウ 消   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397630-07645 作医院 〒533-0014 06-6327-4885作　功一 作　功一 平29. 3. 7内   診療所
     大阪市東淀川区豊新四丁目２６番常　勤:    1 継承 現存
     ６号 (医       1) 平29. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397730-07652 えいご皮フ科大阪院 〒533-0023 06-6195-8733医療法人正英会　理事南川　光義 平29. 6. 1皮   アレ 小  診療所
     大阪市東淀川区東淡路四丁目３３常　勤:    1長　山田　詠剛 新規 現存
     番５号イーストＰ－１　２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397830-07660 ふくだ形成外科クリニ〒533-0023 06-6160-2960福田　智 福田　智 平29. 6. 1形外 皮   診療所
     ック 大阪市東淀川区東淡路４丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番３号ルミエール２，３階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397930-07678 医療法人泰仁会　里見〒533-0014 06-6328-3103医療法人泰仁会　理事里見　英子 平29. 6. 1内   診療所
     英子クリニック 大阪市東淀川区豊新５丁目１５番常　勤:    2長　里見　英俊 継承 現存
     ４号 (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398030-07686 たはし内科クリニック〒533-0005 06-6326-7460田橋　賢也 田橋　賢也 平29.11. 1内   消   胃  診療所
     大阪市東淀川区瑞光４丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号　１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398130-07694 医療法人三栄会　坂本〒533-0002 06-6827-0099医療法人三栄会　理事坂本　健一郎 平30. 3. 1内   胃   診療所
     内科クリニック 大阪市東淀川区北江口四丁目３番常　勤:    1長　坂本　健一郎 組織変更 現存
     ２７号インペリアル江口Ｃ棟１階(医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398230-07702 ヒロレディースクリニ〒533-0023 06-6990-5100小倉　一宏 小倉　一宏 平30. 5. 1婦   産   内  診療所
     ック 大阪市東淀川区東淡路４丁目３０非常勤:    1 新規 現存
     番２号イーズメディテラスⅡ４階(医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 398330-07710 医療法人隆由会　整形〒533-0023 06-6370-6100医療法人隆由会　理事漆谷　信治 平30. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     外科うるしたにクリニ大阪市東淀川区東淡路５丁目１８常　勤:    1長　大瀧　隆博 新規 外   現存
     ック 番３号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398430-07728 おおはらクリニック 〒533-0031 06-6323-3660大原　都桂 大原　都桂 平30. 5. 1内   外   消  診療所
     大阪市東淀川区西淡路１丁目１５常　勤:    1 継承 小   皮   現存
     番１０号淀川グリーンハイツ１階(医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398531-02065 中本医院 〒535-0022 06-6952-0306中本　佳子 中本　佳子 昭44. 7. 1内   婦   診療所
     大阪市旭区新森三丁目１６番１０常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398631-02164 博愛城北病院 〒535-0004 06-6922-6721医療法人博愛会　理事森　研二 昭46. 1. 1療養        60病院
     大阪市旭区生江三丁目１１番１１常　勤:    2長　角谷　真枝 組織変更 内   胃   リハ現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398731-02529 三宅医院 〒535-0002 06-6951-3951三宅　重昌 三宅　重昌 昭52. 1.28内   放   診療所
     大阪市旭区大宮二丁目２５番１４常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398831-02545 社会医療法人真美会　〒535-0022 06-6952-4771社会医療法人　真美会木野　稔 昭52. 4. 1一般        79病院
     中野こども病院 大阪市旭区新森四丁目１３番１７常　勤:   10　理事長　木野　稔 組織変更 小   現存
     号 (医      10) 平28. 4. 1
     非常勤:   39
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398931-02636 山村クリニック 〒535-0002 06-6954-2122山村　博通 山村　博通 昭53. 4. 1一般         4診療所
     大阪市旭区大宮三丁目２番２７号常　勤:    1 移転 内   胃   放  現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399031-02701 医療法人藤仁会　藤立〒535-0002 06(6955)1221医療法人　藤仁会　理上田　章人 昭55. 4. 1一般        52病院
     病院 大阪市旭区大宮五丁目４番２４号常　勤:    4事長　藤立　晶禎 新規 療養        45現存
     (医       4) 平28. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   18 リウ アレ 消  
     (医      18) 循   精   麻  
     リハ 放   呼内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 399131-02776 医療法人永寿会　福島〒535-0012 06-6953-2940医療法人　永寿会　理南　卓男 昭56. 4. 1一般        97病院
     病院 大阪市旭区千林二丁目４番２２号常　勤:    4事長　南　卓男 組織変更 内   外   リハ現存
     (医       4) 平29. 4. 1整外 放   麻  
     非常勤:   36 消   こう 
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399231-02818 政近診療所 〒535-0011 06(6955)1267政近　博 政近　博 昭57. 7. 1内   小   皮  診療所
     大阪市旭区今市１－１１－１１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399331-02834 医療法人圓生会　松本〒535-0021 06-6951-1848医療法人圓生会　理事松本　一生 昭58. 5. 1精   神   診療所
     診療所 大阪市旭区清水三丁目８番３１号常　勤:    1長　松本　一生 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399431-02867 阿河医院 〒535-0011 06-6951-1224阿河　真一 阿河　真一 昭59. 3. 1内   小   皮  診療所
     大阪市旭区今市二丁目１８番４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399531-02883 医療法人清水会　ミズ〒535-0022 06(6952)5058医療法人清水会　理事水野　郁子 昭60. 4. 1内   胃   外  診療所
     ノ胃腸科、内科、外科大阪市旭区新森三丁目３番３１号常　勤:    1長　水野　郁子 新規 整外 リハ 放  現存
     診療所 (医       1) 平30. 4. 1こう 呼外 消  
     非常勤:    4 リウ 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399631-02917 岡医院 〒535-0012 06(6951)2518岡　嗣郎 岡　嗣郎 昭60. 7. 1耳い アレ 診療所
     大阪市旭区千林２－１０－２１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399731-02982 中村医院 〒535-0005 06-6921-5520中村　陽一 中村　陽一 昭61.11. 1内   胃   リハ診療所
     大阪市旭区赤川二丁目６番２号 常　勤:    1 新規 放   麻   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399831-03030 医療法人　西山医院 〒535-0021 06-6951-6507医療法人　西山医院　西山　毅 昭62. 1. 1産婦 診療所
     大阪市旭区清水三丁目３番３０号常　勤:    1理事長　西山　毅 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399931-03063 医療法人　黒住医院 〒535-0031 06-6955-3335医療法人　黒住医院　黒住　晃司 昭62. 4. 1内   胃   循  診療所
     大阪市旭区高殿四丁目２０番１９常　勤:    1理事長　黒住　晃司 組織変更 放   現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 400031-03113 篠原医院 〒535-0012 06(6951)0907篠原　良孝 篠原　良孝 昭63. 1. 1内   診療所
     大阪市旭区千林２－１－２１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400131-03212 小西耳鼻咽喉科 〒535-0004 06-6921-3387小西　左内 小西　左内 平元. 5. 1耳い 診療所
     大阪市旭区生江一丁目９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     森長ビル３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400231-03253 医療法人　賀陽会　か〒535-0021 06-6954-7776医療法人　賀陽会　理賀陽　聡一郎 昭48.12. 1内   消   小  診療所
     よう内科・小児科 大阪市旭区清水四丁目３番２９号常　勤:    2事長　賀陽　聡一郎 組織変更 アレ 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400331-03261 医療法人昭成会　加藤〒535-0021 06-6952-2447医療法人　昭成会　理加藤　甫明 昭52.11. 1内   小   診療所
     医院 大阪市旭区清水三丁目２１番２３常　勤:    1事長　加藤　甫明 移転 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400431-03279 医療法人　篠原医院 〒535-0003 06-6951-4556医療法人篠原医院　理篠原　昭博 昭47. 7. 1内   小   放  診療所
     大阪市旭区中宮五丁目３番２７号常　勤:    1事長　篠原　昭博 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400531-03287 医療法人　富井医院 〒535-0022 06-6951-1097医療法人富井医院　理富井　隆夫 昭32. 7. 1眼   診療所
     大阪市旭区新森四丁目２５番４号常　勤:    2事長　富井　隆夫 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400631-03295 医療法人有孔会　中尾〒535-0011 06-6953-6811医療法人　有孔会　理林　ゆみ子 昭59. 3. 1内   耳い 診療所
     医院 大阪市旭区今市二丁目１４番２号常　勤:    1事長　林　ゆみ子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400731-03303 医療法人　中浜医院 〒535-0003 06-6951-0759医療法人中浜医院　理中浜　力 昭39. 8. 1内   小   呼  診療所
     大阪市旭区中宮二丁目１５番３号常　勤:    1事長　中濵　力 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400831-03329 医療法人真心会　真心〒535-0022 06-6953-1346医療法人真心会　理事井上　大輔 平元. 7. 1一般        33病院
     会病院 大阪市旭区新森二丁目２４番２０常　勤:    3長　東元　壮健 組織変更 療養        42現存
     号 (医       3) 平28. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   22 リハ 放   
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400931-03352 井口診療所 〒535-0013 06-6953-6789井口　和彦 井口　和彦 平 2. 4. 1内   胃   循  診療所
     大阪市旭区森小路二丁目１８番４常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   443 頁

 401031-03386 医療法人　双樹会　守〒535-0004 06(6927)1666医療法人　双樹会　理守上　賢策 平 3. 1. 1内   胃   リハ診療所
     上クリニック 大阪市旭区生江１－９－１８ 常　勤:    1事長　守上　賢策 組織変更 放   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401131-03428 小西クリニック 〒535-0004 06-6928-0225小西　英治 小西　英治 平 3. 4. 1内   胃   リハ診療所
     大阪市旭区生江二丁目６番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401231-03485 高垣医院 〒535-0011 06-6951-5105高垣　泉 高垣　泉 平 4. 6. 1内   小   診療所
     大阪市旭区今市二丁目１５番６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401331-03493 医療法人　河合整形外〒535-0022 06-6956-0030医療法人　河合整形外河合　栄蔵 平 5. 1. 1整外 リウ 内  診療所
     科・内科 大阪市旭区新森五丁目８番１４号常　勤:    1科・内科　理事長　河 組織変更 リハ 現存
     (医       1)合　栄蔵 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401431-03501 医療法人　中川医院 〒535-0002 06-6951-4623医療法人　中川医院　中川　正 平 5. 1. 1眼   診療所
     大阪市旭区大宮二丁目１７番２３常　勤:    2理事長　中川　正 組織変更 休止
     号 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401531-03527 医療法人成宏会　伊藤〒535-0031 06-6953-0071医療法人　成宏会　伊伊藤　智康 平 5. 7. 1整外 外   内  診療所
     外科整形外科 大阪市旭区高殿六丁目３番２７号常　勤:    2藤外科整形外科　理事 組織変更 リハ リウ 皮  現存
     (医       2)長　伊藤　智康 平29. 7. 1ひ   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401631-03535 医療法人弘治会　つる〒535-0002 06-6956-7300医療法人　弘治会　理鶴﨑　正治 平 5. 7. 1内   循   胃  診療所
     さき診療所 大阪市旭区大宮二丁目２０番１７常　勤:    1事長　鶴﨑　正治 組織変更 皮   現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401731-03584 水野眼科 〒535-0012 06-6951-5581水野　昇平 水野　昇平 平 6. 4. 1眼   診療所
     大阪市旭区千林２－６－４木下ビ常　勤:    1 移転 現存
     ル１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401831-03626 いせたにクリニック 〒535-0022 06-6952-6482伊勢谷　和史 伊勢谷　和史 平 6. 9. 1内   消   放  診療所
     大阪市旭区新森四丁目７番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 401931-03675 医療法人　神吉産婦人〒535-0022 06-6956-1001医療法人神吉産婦人科神吉　秀一 平 8. 1. 1一般        15診療所
     科 大阪市旭区新森五丁目４番１０号常　勤:    2　理事長　神吉　秀一 組織変更 産婦 小   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402031-03717 医療法人松仁会　明徳〒535-0004 06-6921-5131医療法人　松仁会　理田中　覚 平 8. 7. 1療養        66病院
     病院 大阪市旭区生江一丁目３番２６号常　勤:    2事長　松井　侯乃輔 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:   38
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402131-03733 医療法人　柴医院 〒535-0002 06-6951-6085医療法人　柴医院　理柴　雄一 平 9. 1. 1内   小   放  診療所
     大阪市旭区大宮三丁目８番１６号常　勤:    1事長　柴　雄一 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402231-03741 医療法人　焦クリニッ〒535-0002 06-6957-2222医療法人　焦クリニッ焦　昇 平 9. 1. 1内   循   胃  診療所
     ク 大阪市旭区大宮四丁目９番３９号常　勤:    1ク　理事長　焦　昇 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402331-03766 医療法人　奥内科・循〒535-0022 06-6956-6937医療法人　奥内科・循奥　久雄 平 9. 8. 1内   循   リハ診療所
     環器科 大阪市旭区新森七丁目１番４号 常　勤:    1環器科　理事長　奥　 移転 現存
     (医       1)久雄 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402431-03782 中野診療所 〒535-0003 06-6955-0110平賀　博惠 平賀　博惠 平 9. 7.29内   小   皮  診療所
     大阪市旭区中宮四丁目５番１９号常　勤:    1 継承 性   放   現存
     (医       1) 平24. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402531-03832 服部医院 〒535-0013 06-6955-5168服部　俊彦 服部　俊彦 平10. 7. 1内   小   診療所
     大阪市旭区森小路二丁目１８番１常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402631-03840 竹内眼科医院 〒535-0003 06-6953-5340竹内　正光 竹内　正光 平10. 9. 1眼   診療所
     大阪市旭区中宮四丁目３番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402731-03881 ほしの会　ライフライ〒535-0005 06-6924-0030社会福祉法人　ほしの久原　宗雄 平11. 4. 1内   外   精  診療所
     ト診療所 大阪市旭区赤川二丁目１番２０号常　勤:    1会　理事長　池田　美 新規 現存
     (医       1)佐子 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 402831-03923 医療法人輝晃会　北村〒535-0005 06-6921-4061医療法人　輝晃会　理北村　良夫 平11. 7. 1内   皮   リハ診療所
     医院 大阪市旭区赤川四丁目１７番５号常　勤:    1事長　北村　良夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402931-03931 医療法人　榊原クリニ〒535-0005 06-6921-3037医療法人　榊原クリニ榊原　敏彦 平11. 7. 1一般        15診療所
     ック 大阪市旭区赤川二丁目１４番５号常　勤:    2ック　理事長　榊原　 組織変更 内   ひ   皮  現存
     (医       2)敏彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403031-03956 耳鼻咽喉科中村医院 〒535-0002 06-6996-9855中村　浩 中村　浩 平11.11. 1耳い 診療所
     大阪市旭区大宮三丁目６番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403131-03972 医療法人　登志会　村〒535-0004 06-6927-6610医療法人　登志会　理村瀬　登志彦 平12. 1. 1内   消   循  診療所
     瀬クリニック 大阪市旭区生江一丁目６番８号 常　勤:    1事長　村瀬　登志彦 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403231-03980 医療法人　桜医会　さ〒535-0002 06-6954-0707医療法人　桜医会　理吉田　裕彦 平12. 1. 1整外 外   内  診療所
     くらクリニック 大阪市旭区大宮一丁目１３番９号常　勤:    4事長　吉田　裕彦 組織変更 小   リハ 皮  現存
     (医       4) 平30. 1. 1アレ 精   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403331-04004 旭長寿の森診療所（あ〒535-0005 06-6926-1133社会福祉法人　旭長寿佐賀　宏子 平12. 4. 1心内 内   精  診療所
     いあい） 大阪市旭区赤川一丁目６番１２号常　勤:    1の森　理事長　森長　 新規 循   現存
     (医       1)恭子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403431-04012 吉安医院 〒535-0022 06-6951-2082吉安　総一郎 吉安　総一郎 平12. 6. 1内   小   皮  診療所
     大阪市旭区新森五丁目７番１４号常　勤:    3 継承 循   呼   現存
     (医       2) 平30. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403531-04020 医療法人　馨秋会　秋〒535-0031 06-6953-3335医療法人　馨秋会　理秋山　雅彦 平12. 7. 1内   消   循  診療所
     山内科 大阪市旭区高殿三丁目１５番１８常　勤:    1事長　秋山　雅彦 組織変更 放   現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403631-04038 医療法人　宝寿会　い〒535-0021 06-6956-9997医療法人　宝寿会　理井上　晴二 平12. 7. 1内   胃   リハ診療所
     のうゑ診療所 大阪市旭区清水三丁目２６番１４常　勤:    1事長　井上　晴二 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403731-04053 辻診療所 〒535-0031 06-6951-8448辻　和之 辻　和之 平12.10. 9内   放   診療所
     大阪市旭区高殿三丁目６番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 403831-04079 斉藤医院 〒535-0022 06-6955-5076斉藤　昌輝 斉藤　昌輝 平13. 2. 7内   放   診療所
     大阪市旭区新森二丁目２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403931-04111 天津医院 〒535-0002 06-6954-4145天津　孝 天津　孝 平14. 3. 1内   消   放  診療所
     大阪市旭区大宮四丁目６番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404031-04129 旭長寿の森診療所（ゆ〒535-0031 06-4254-0133社会福祉法人旭長寿の佐賀　宏子 平14. 4. 1内   心内 精  診療所
     うゆう） 大阪市旭区高殿六丁目２４番１２常　勤:    2森　理事長　森長　恭 新規 現存
     号特別養護老人ホームゆうゆう内(医       2)子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404131-04137 みよし医院 〒535-0031 06-6922-0700三好　英生 三好　英生 平14. 4. 1内   循   消  診療所
     大阪市旭区高殿二丁目９番１７号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404231-04152 医療法人圭香会　梅嵜〒535-0021 06-6958-3800医療法人圭香会　理事梅嵜　圭吾 平15. 7. 1一般    診療所
     クリニック 大阪市旭区清水五丁目１３番２２常　勤:    1長　梅嵜　圭吾 組織変更 婦   内   現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404331-04160 西沢クリニック 〒535-0002 06-6957-1100西澤　慶二郎 西澤　慶二郎 平15. 8. 1内   循   外  診療所
     大阪市旭区大宮一丁目１番５号グ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     リーンプラザ１階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404431-04178 寺西クリニック 〒535-0005 06-6924-1502寺西　暢仁 寺西　暢仁 平15. 7. 7外   整外 内  診療所
     大阪市旭区赤川二丁目５番６号 常　勤:    1 継承 リハ 耳い 皮  現存
     (医       1) 平27. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404531-04202 医療法人　石田産婦人〒535-0022 06-6951-9701医療法人石田産婦人科石田　崇彦 平16. 1. 1一般        10診療所
     科 大阪市旭区新森二丁目１番２６号常　勤:    1　理事長　石田　崇彦 組織変更 産婦 麻   内  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404631-04210 中西クリニック 〒535-0022 06-6951-1117中西　保雄 中西　保雄 平16. 2. 1精   心内 神  診療所
     大阪市旭区新森三丁目１番２９号常　勤:    1 新規 現存
     森小路駅前ビル３階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404731-04228 山戸医院 〒535-0031 06-6951-1200山戸　康司 山戸　康司 平16. 1. 1小   内   診療所
     大阪市旭区高殿三丁目２７番１７常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 404831-04244 さくら苑診療所 〒535-0021 06-6957-8008社会福祉法人清水福祉水野　郁子 平16. 5. 1内   外   整外診療所
     大阪市旭区清水三丁目１５番２３常　勤:    1会　理事長　水野　智 新規 現存
     号 (医       1)志 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404931-04251 医療法人清翠会　牧病〒535-0022 06-6953-0120医療法人清翠会　理事中谷　武嗣 平16. 4. 1一般        75病院
     院 大阪市旭区新森七丁目１０番２８常　勤:   14長　牧　恭彦 移転 内   循   呼内現存
     号 (医      14) 平28. 4. 1消   外   整外
     非常勤:   47 放   皮   リハ
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405031-04269 生江特別養護老人ホー〒535-0004 06-6925-8910社会福祉法人リベルタ北村　良夫 平16. 5. 1内   診療所
     ム診療所 大阪市旭区生江三丁目２７番１号常　勤:    1　理事長　北口　末廣 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405131-04277 医療法人景友会　金沢〒535-0002 06-6955-1512医療法人景友会　理事金沢　景文 平16. 7. 1内   胃   外  診療所
     外科胃腸科肛門科 大阪市旭区大宮一丁目２０番１９常　勤:    2長　金沢　景文 組織変更 整外 こう リハ現存
     号 (医       2) 平28. 7. 1放   皮   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405231-04285 医療法人創健会　めぐ〒535-0012 06-6955-3557医療法人創健会　理事賴　育子 平16. 7. 1内   小   循  診療所
     み内科小児科クリニッ大阪市旭区千林二丁目１４番２４常　勤:    1長　賴　將烈 組織変更 胃   リハ アレ現存
     ク 号 (医       1) 平28. 7. 1こう 皮   心内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405331-04301 ありもと耳鼻咽喉科 〒535-0005 06-4253-3737有本　啓恵 有本　啓恵 平16. 9. 1耳い アレ 診療所
     大阪市旭区赤川二丁目１７番２号常　勤:    1 新規 現存
     岸本ビル１０１ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405431-04368 医療法人仁慈会　高橋〒535-0001 06-6953-2305医療法人仁慈会　理事髙橋　仁子 平17. 3. 1内   小   皮  診療所
     内科皮膚科クリニック大阪市旭区太子橋一丁目１番１号常　勤:    2長　髙橋　仁子 移転 アレ 現存
     ロンポトー１０５号室 (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405531-04376 生江診療所 〒535-0004 06-6923-2645部落解放生江地区消費福島　光太郎 平17. 4. 1内   小   診療所
     大阪市旭区生江三丁目１６番６号常　勤:    1生活協同組合　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　髙良　美由紀 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405631-04384 太子橋クリニック 〒535-0001 06-6957-0023赤堀　道也 赤堀　道也 平17. 6. 1内   外   診療所
     大阪市旭区太子橋一丁目４番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
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 405731-04418 安田クリニック 〒535-0022 06-6953-6291安田　正幸 安田　正幸 平17.12. 1内   胃   外  診療所
     大阪市旭区新森二丁目４番８号 常　勤:    1 移転 こう リハ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405831-04442 しのだ心のクリニック〒535-0031 06-6955-3290北中　由里 北中　由里 平18. 5. 1精   神   心内診療所
     大阪市旭区高殿四丁目２２番２６常　勤:    1 新規 現存
     号関目高殿幸榮ビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405931-04459 あかがわ生協診療所 〒535-0004 06-6921-3008生活協同組合ヘルスコ森河　紘希 平18. 4. 1内   整外 診療所
     大阪市旭区生江二丁目８番８号 常　勤:    1ープおおさか　理事長 移転 現存
     (医       1)　水野　俊和 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406031-04467 医療法人　岩田レディ〒535-0003 06-6951-7089医療法人岩田レディー岩田　守弘 平18. 7. 1産   婦   診療所
     ースクリニック 大阪市旭区中宮四丁目９番１９号常　勤:    1スクリニック　理事長 新規 現存
     (医       1)　岩田　守弘 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406131-04475 かわもと医院 〒535-0005 06-6928-8001河本　英恵 河本　英恵 平18. 9. 1皮   外   内  診療所
     大阪市旭区赤川四丁目１番３９号常　勤:    2 移転 こう リハ 小  現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406231-04483 清水クリニック 〒535-0021 06-6953-4162清水　貞孝 金　貞孝 平18.12. 1内   外   整外診療所
     大阪市旭区清水三丁目２７番１４常　勤:    1 新規 こう 現存
     号グラン・ピア稲津１階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406331-04491 医療法人桜医会　さく〒535-0002 06-6954-0708医療法人桜医会　理事黒田　信人 平19. 5. 1神内 皮   リハ診療所
     らクリニック分院 大阪市旭区大宮一丁目１４番４号常　勤:    1長　吉田　裕彦 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406431-04525 医療法人菫甲会　岡本〒535-0031 06-6955-6690医療法人菫甲会　理事岡本　泰之 平19. 7. 1内   診療所
     甲状腺クリニック 大阪市旭区高殿四丁目２２番２６常　勤:    1長　岡本　泰之 組織変更 現存
     号関目高殿幸榮ビル４階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406531-04541 坂本眼科医院 〒535-0021 06-6953-0888坂本　淳之 坂本　淳之 平19.10.17眼   診療所
     大阪市旭区清水三丁目２番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 406631-04558 医療法人城青会　城ク〒535-0021 06-6955-0015医療法人城青会　理事伊藤　隆之 平20. 9. 1内   皮   アレ診療所
     リニック 大阪市旭区清水三丁目８番３１号常　勤:    1長　城　知宏 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406731-04566 医療法人　洋涼会　整〒535-0003 06-6956-7707医療法人洋涼会　理事中塚　洋直 平20. 8. 1整外 リウ 外  診療所
     形外科　なかつかクリ大阪市旭区中宮三丁目１７番２５常　勤:    1長　中塚　洋直 組織変更 リハ 現存
     ニック 号コモドガーデン山一１階 (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406831-04574 かわもと医院　眼科ク〒535-0005 06-6131-8100河本　政一 河本　政一 平20.10. 1眼   診療所
     リニック 大阪市旭区赤川四丁目１番３９号常　勤:    2 新規 現存
     あさひビル２階 (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406931-04582 ながはま整形外科 〒535-0005 06-6180-3115長濵　信一 長濵　信一 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市旭区赤川二丁目１７番２－常　勤:    1 新規 現存
     ２０１号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407031-04590 医療法人　公知会　福〒535-0031 06-6951-2226医療法人公知会　福田金　秀明（福田秀明）平21. 9. 1内   外   胃  診療所
     田クリニック 大阪市旭区高殿四丁目１９番１号常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 皮   こう リハ現存
     (医       1)福田　秀明 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407131-04616 さか耳鼻咽喉科 〒535-0022 06-6957-1187坂　哲郎 坂　哲郎 平21.12. 1耳い 診療所
     大阪市旭区新森二丁目４番３号Ｒ常　勤:    1 移転 現存
     ＩＭＯＮＳＩ２１ビル１階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407231-04624 宮﨑医院 〒535-0012 06-6951-2524宮﨑　憲彦 宮﨑　憲彦 平23. 1. 1内   循   呼  診療所
     大阪市旭区千林二丁目８番１４号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407331-04640 市川内科クリニック 〒535-0022 06-6753-9885市川　裕三 市川　裕三 平23. 6. 1内   消   診療所
     大阪市旭区新森４－２１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407431-04657 しんぐう内科クリニッ〒535-0031 06-6958-4321新宮　教久 新宮　教久 平24. 1. 1内   循   消  診療所
     ク 大阪市旭区高殿６丁目３－１５　常　勤:    1 新規 現存
     ハイツアドニス２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407531-04665 向井医院 〒535-0013 06-6954-2617向井　真佐子 向井　真佐子 平24. 3. 1内   皮   ひ  診療所
     大阪市旭区森小路１丁目３番２８常　勤:    1 継承 消   放   現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
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 407631-04673 うつのみやクリニック〒535-0022 06-6951-8181宇都宮　健弘 宇都宮　健弘 平24.11. 1消   内   診療所
     大阪市旭区新森１丁目４－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407731-04681 医療法人清水会　森小〒535-0022 06-6958-7070医療法人清水会　理事瀧川　恭史 平25. 1. 1内   透析 診療所
     路清水会クリニック 大阪市旭区新森３丁目３番２４号常　勤:    2長　水野　郁子 新規 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407831-04699 あおばおうちクリニッ〒535-0013 0503774-3191黒田　洋平 黒田　洋平 平25. 4. 1内   精   診療所
     ク 大阪市旭区森小路１－１１－１０常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407931-04707 医療法人　優心会　優〒535-0022 06-6958-5675医療法人　優心会　理井上　靖彦 平25. 6. 1内   精   診療所
     心会クリニック 大阪市旭区新森二丁目１２番１２常　勤:    1事長　井上　靖彦 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408031-04723 ロータリーキッズクリ〒535-0022 06-6954-8341山本　明美 山本　明美 平25.11. 1小   アレ 内  診療所
     ニック 大阪市旭区新森４丁目２番３２号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408131-04731 医療法人　良仁会　柴〒535-0021 06-6954-3914医療法人　良仁会　理柴　賢爾 平26. 1. 1一般        13診療所
     眼科医院 大阪市旭区清水３丁目１番１４号常　勤:    4事長　柴　賢爾 組織変更 眼   現存
     (医       4) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408231-04756 医療法人優心会　千林〒535-0021 06-6958-2828医療法人優心会　理事楠山　太郎 平26. 8.18皮   内   循  診療所
     クリニック 大阪市旭区清水３丁目３番３３号常　勤:    1長　中村　充彦 新規 小   現存
     (医       1) 平26. 8.18内科、循環器内
     非常勤:    3 科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408331-04764 たなか整形外科クリニ〒535-0022 06-6185-0303田中　健二 田中　健二 平27. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 大阪市旭区新森４丁目３番２号ｖ常　勤:    1 新規 現存
     ａｒｉｕｓ　ｓｉｎｍｏｒｉ１階(医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408431-04772 医療法人　村上整形外〒535-0002 06-6953-8577医療法人村上整形外科村上　仁士 平27. 5.11整外 リハ リウ診療所
     科 大阪市旭区大宮三丁目１１番６号常　勤:    1　理事長　村上　仁士 移転 現存
     (医       1) 平27. 5.11
     非常勤:    1
     (医       1)
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 408531-04780 医療法人　ふじた泌尿〒535-0022 06-6952-3822医療法人ふじた泌尿器藤田　一郎 平28. 1. 1ひ   診療所
     器科 大阪市旭区新森２丁目４番１０号常　勤:    1科　理事長　藤田　一 組織変更 現存
     (医       1)郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408631-04798 医療法人　たにぐちク〒535-0013 06-6951-1717医療法人たにぐちクリ谷口　一則 平28. 2. 1内   消   外  診療所
     リニック 大阪市旭区森小路二丁目３番２７常　勤:    1ニック　理事長　谷口 移転 整外 リハ 現存
     号サンハイツ１階 (医       1)　一則 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408731-04806 疋田医院 〒535-0021 06-6953-1700疋田　太刀夫 疋田　太刀夫 平28. 4. 1内   神内 循  診療所
     大阪市旭区清水３丁目２番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408831-04814 南川医院 〒535-0011 06-6952-8003永井　進吾 永井　進吾 平28. 4. 1内   消   呼  診療所
     大阪市旭区今市１丁目５番２４号常　勤:    1 継承 現存
     新栄プロパティー千林Ⅰ　１階．(医       1) 平28. 4. 1
     ２階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408931-04822 医療法人　井上整形外〒535-0022 06-6953-2002医療法人井上整形外科井上　剛 平28.10. 3整外 リハ リウ診療所
     科 大阪市旭区新森三丁目７番１８号常　勤:    1　理事長　井上　剛 移転 現存
     (医       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409031-04830 泉川クリニック 〒535-0031 06-6952-4187泉川　雅彦 泉川　雅彦 平28.12. 1耳い 皮   診療所
     大阪市旭区高殿６丁目４番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409131-04848 医療法人　行岡整形外〒535-0031 06-6951-5500医療法人行岡整形外科行岡　正晴 平29. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     科 大阪市旭区高殿３丁目１５番１６常　勤:    1　理事長　行岡　正晴 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409231-04855 社会福祉法人邦寿会　〒535-0031 06-6953-8511社会福祉法人　邦寿会中村　陽一 平29. 4.11内   診療所
     特別養護老人ホーム高大阪市旭区高殿五丁目１０番７号常　勤:    2　理事長　鳥井　信吾 移転 現存
     殿苑診療所 (医       2) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409331-04863 中川クリニック 〒535-0021 06-6951-5718中川　泰一 中川　泰一 平29. 7. 9内   消   呼内診療所
     大阪市旭区清水二丁目１１番１号常　勤:    1 継承 循   現存
     (医       1) 平29. 7. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
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 409431-04871 医療法人永紘会　足立〒535-0021 06-6958-5150医療法人永紘会　理事足立　睦 平29. 9. 1内   診療所
     内科クリニック 大阪市旭区清水三丁目１番１４号常　勤:    2長　足立　睦 組織変更 現存
     柴眼科ビル３階 (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409532-00687 医療法人西浦会（財団〒570-0005 06-6908-2019医療法人　西浦会（財西浦　啓之 昭32.10. 1精神       256病院
     ）　京阪病院 守口市八雲中町三丁目１３番１７常　勤:    9団）　理事長　西浦　 新規 介護        50現存
     号 (医       9)啓之 平29.10. 1精   神   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409632-00703 関西医科大学総合医療〒570-0074 06-6992-1001学校法人　関西医科大杉浦　哲朗 昭60.10. 1一般       438病院
     (32-60703 ) センター 守口市文園町１０番１５号 常　勤:  197学　理事長　山下　敏 その他 精神        39現存
     (医     197)夫 平24.10. 1内   呼内 循  
     非常勤:  111 消   小   外  
     (医     109) 心外 呼外 脳外
     (歯       2) 整外 形外 皮  
     ひ   眼   耳い
     放   産婦 臨床
     病理 リハ 神内
     精   救命 リウ
     麻   歯   歯外
     外科：血管、乳
     腺、肝、胆、膵
     、頭頸部、消化
     器
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409732-00752 上田医院 〒570-0065 06-6991-2302上田　三千夫 上田　三千夫 昭33. 6.12内   産婦 小  診療所
     守口市滝井元町３－１－１２ 常　勤:    1 療養病床
     (医       1) 平30. 6.12 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409832-01693 戸田診療所 〒570-0021 06(6909)1318戸田　千之 戸田　千之 昭45. 2. 1内   形外 外  診療所
     守口市八雲東町２－５７－６ 常　勤:    2 新規 皮   こう 他  現存
     (医       2) 平30. 2. 1５９乳腺外科、
     非常勤:    2 美容外科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409932-01750 桑名クリニック 〒570-0076 06-6993-0785桑名　忠良 桑名　忠良 昭46. 5. 1内   小   産  診療所
     守口市滝井西町一丁目５番５号 常　勤:    1 新規 婦   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 410032-01800 村杉医院 〒570-0082 06-6992-3376村杉　浩 村杉　浩 昭47. 4. 1内   小   婦  診療所
     守口市豊秀町二丁目１３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410132-01909 倉田医院 〒570-0056 06(6991)0264倉田　昭 倉田　昭 昭48. 8. 1耳い 診療所
     守口市寺内町二丁目９番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410232-02246 甲斐内科医院 〒570-0083 06(6993)8580甲斐　董 甲斐　董 昭55. 4. 1内   消   小  診療所
     守口市京阪本通１丁目１０番３２常　勤:    1 新規 放   現存
     －２０２メロディハイム守口Ａ棟(医       1) 平28. 4. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410332-02329 藤井医院 〒570-0083 06-6991-0613藤井　康英 藤井　康英 昭57. 6. 1内   小   胃  診療所
     守口市京阪本通２－１５－４ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410432-02451 社会福祉法人しらゆり〒570-0005 06-6906-0554社会福祉法人しらゆり大谷　真紀子 昭59. 6. 1内   精   皮  診療所
     園　特別養護老人ホー守口市八雲中町三丁目１３番１７常　勤:    2園　理事長　西浦　公 新規 現存
     ム守口荘診療所 号 (医       2)朗 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410532-02519 医療法人清水会　鶴見〒570-0044 06-6997-0101医療法人清水会　理事水野　智志 昭60. 4. 1一般       143病院
     緑地病院 守口市南寺方南通３丁目４番８号常　勤:    9長　水野　郁子 組織変更 内   外   整外現存
     (医       9) 平30. 4. 1皮   ひ   脳外
     非常勤:   33 放   リハ 
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410632-02568 一般財団法人日本老人〒570-0038 06-6991-3636一般財団法人日本老人美甘　克明 昭60.10. 1一般        15診療所
     福祉財団　大阪ゆうゆ守口市河原町１０番１５号 常　勤:    1福祉財団　理事長　青 新規 内   心内 現存
     うの里診療所 (医       1)木　雅人 平24.10. 1
     非常勤:   38
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 410732-02600 松下記念病院 〒570-0096 06-6992-1231パナソニック健康保険山根　哲郎 昭61. 4. 1一般       323地域支援
     (32-62600 ) 守口市外島町５番５５号 常　勤:  103組合　理事長　佐藤　 移転 内   呼内 消  病院
     (医      96)基嗣 平28. 4. 1循   神内 精  現存
     (薬       7) 外   呼外 脳外
     非常勤:   86 整外 リハ 小  
     (医      80) 産婦 皮   ひ  
     (歯       6) 眼   耳い 麻  
     歯外 救命 臨床
     病理 放   
     糖尿病・内分泌
     内科、血液内科
     、消内、循内、
     消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410832-02626 橋本眼科 〒570-0032 06-6998-3331大塚　陽世 大塚　陽世 昭61. 6. 1眼   診療所
     守口市菊水通一丁目１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410932-02667 医療法人　小野山診療〒570-0028 06-6991-0385医療法人小野山診療所清水　秀和 昭62. 1. 1一般         4診療所
     所 守口市本町二丁目５番３２号 常　勤:    2　理事長　清水　秀和 組織変更 内   呼   循  現存
     (医       2) 平29. 1. 1透析 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411032-02675 はたの整形外科・内科〒570-0037 06-6992-7572波多野　弘次 波多野　弘次 昭62. 4. 1整外 外   リウ診療所
     守口市大枝北町１番１号 常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411132-02816 医療法人　天野医院 〒570-0006 06-6992-2326医療法人天野医院　理天野　良夫 昭64. 1. 1内   循   小  診療所
     守口市八雲西町二丁目１６番１３常　勤:    1事長　天野　良夫 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411232-02840 医療法人誠心会　森口〒570-0054 06-6991-0593医療法人誠心会　森口森口　久子 昭64. 1. 1内   小   アレ診療所
     医院 守口市大枝西町１５番８号 常　勤:    1医院　理事長　森口　 組織変更 呼   現存
     (医       1)久子 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411332-02865 吉田眼科 〒570-0066 06(6991)1485吉田　宗永 吉田　宗永 昭64. 1. 1眼   診療所
     守口市梅園町３番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   455 頁

 411432-02873 中村医院 〒570-0009 06(6908)0037中村　泰清 中村　泰清 平元. 4. 1内   小   放  診療所
     守口市大庭町一丁目２２番地２１常　勤:    2 移転 整外 胃   リウ現存
     号 (医       2) 平28. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411532-02881 医療法人　秋田医院 〒570-0013 06-6903-3050医療法人秋田医院　理秋田　光彦 昭54.10. 1内   小   診療所
     守口市東町一丁目１２番１号 常　勤:    1事長　秋田　光彦 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411632-02915 医療法人　梶浦眼科 〒570-0003 06-6901-2363医療法人　梶浦眼科　梶浦　須美子 昭58. 6. 1眼   診療所
     守口市大日町三丁目２５番１７号常　勤:    2理事長　梶浦　トミ子 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411732-02931 医療法人　常徳整形外〒570-0012 06-6902-0300医療法人常徳整形外科常徳　誓 昭46. 4. 1外   整外 放  診療所
     科 守口市大久保町二丁目２番１２号常　勤:    1　理事長　常徳　誓 新規 休止
     (医       1) 平16. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411832-02949 医療法人　立沢整形外〒570-0028 06-6992-2750医療法人立沢整形外科立澤　喜和 昭60. 5. 1整外 リハ 神内診療所
     科 守口市本町一丁目７番２１号ラグ常　勤:    1　理事長　立澤　喜和 新規 リウ 現存
     ーナ本町ビル１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411932-02964 医療法人　中村医院 〒570-0083 06-6991-1647医療法人中村医院　理光吉　鈴代 昭32.10. 1内   外   小  診療所
     守口市京阪本通二丁目１０番１４常　勤:    1事長　光吉　鈴代 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412032-02980 医療法人　岩井医院 〒570-0083 06-6991-5587医療法人岩井医院　理岩井　一 昭52. 8. 1耳い 気食 診療所
     守口市京阪本通一丁目３番２号 常　勤:    1事長　岩井　一 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412132-02998 一井眼科医院 〒570-0065 06-6991-2746一井　泰孝 一井　泰孝 平元. 7.12眼   診療所
     守口市滝井元町三丁目２番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412232-03020 医療法人愛友会　長尾〒570-0042 06-6997-2050医療法人愛友会　理事長尾　文一郎 平 2. 1. 1外   麻   リハ診療所
     診療所 守口市寺方錦通三丁目１番１２－常　勤:    1長　長尾　文一郎 新規 内   現存
     １０５メリッサ錦１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412332-03137 医療法人　石田医院 〒570-0079 06-6992-8814医療法人石田医院　理石田　博文 平 4. 1. 1内   循   消  診療所
     守口市金下町一丁目８番６号 常　勤:    1事長　石田　博文 組織変更 放   現存
     (医       1) 平28. 1. 1循環器内科・消
     化器内科
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 412432-03152 医療法人　杉島医院 〒570-0037 06-6991-2986医療法人杉島医院　理杉島　仁 平 4. 1. 1内   循   小  診療所
     守口市大枝北町１０番３号 常　勤:    1事長　杉島　仁 組織変更 アレ リウ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412532-03202 石井内科医院 〒570-0015 06-6907-3712石井　雄二 石井　雄二 平 4. 5. 1内   胃   小  診療所
     守口市梶町四丁目４番１２号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412632-03236 医療法人　井上医院 〒570-0073 06-6991-2931医療法人井上医院　理井上　康子 平 5. 7. 1内   呼   循  診療所
     守口市土居町３番９号 常　勤:    2事長　井上　康子 組織変更 小   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412732-03251 西山外科 〒570-0026 06-6994-7860西山　利弘 西山　利弘 平 5.11. 1内   胃   外  診療所
     守口市松月町２番２０号 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412832-03277 佐藤外科 〒570-0011 06-6901-2777佐藤　正 佐藤　正 平 6. 2. 1外   整外 呼  診療所
     守口市金田町１－７１－１３ 常　勤:    1 移転 胃   皮   ひ  現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412932-03285 医療法人　辻診療所 〒570-0012 06(6901)3056医療法人辻診療所　理辻　瀧太郎 平 6. 6. 1内   消   循  診療所
     守口市大久保町１－３４－６ 常　勤:    1事長　辻　瀧太郎 移転 小   呼   外  休止
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413032-03293 中筋診療所 〒570-0027 06-6998-7899中筋　一夫 中筋　一夫 平 7. 2. 1ひ   皮   診療所
     守口市桜町４番１８号 常　勤:    2 新規 主たる診療科変現存
     (医       2) 平28. 2. 1更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413132-03301 前田医院 〒570-0062 06-6991-1334前田　寛男 前田　寛男 平 7. 1.30内   診療所
     守口市馬場町一丁目１番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413232-03319 医療法人　水谷クリニ〒570-0008 06-6992-3333医療法人　水谷クリニ水谷　洋子 平 7. 7. 1内   皮   放  診療所
     ック 守口市八雲北町三丁目３７番４０常　勤:    1ック　理事長　水谷　 組織変更 リハ 小   心内現存
     号 (医       1)洋子 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413332-03335 中野耳鼻咽喉科医院 〒570-0013 06-6906-8626中野　貴之 中野　貴之 平 7. 9. 1耳い 診療所
     守口市東町二丁目２０番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
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 413432-03343 医療法人裕正会　岩宮〒570-0012 06-6907-8853医療法人裕正会　理事岩宮　裕 平 8. 1. 1整外 外   リハ診療所
     整形外科 守口市大久保町二丁目２６番１０常　勤:    1長　岩宮　裕 組織変更 麻   リウ 現存
     号ガーシンハイツ大和田１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413532-03368 ふたむら皮膚科 〒570-0061 06-6991-3724二村　省三 二村　省三 平 8. 5. 1皮   アレ 診療所
     守口市小春町２番１５号ＤＯＩメ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルセンター２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413632-03376 すずしろ園診療所 〒570-0043 06-6992-7722社会福祉法人　柏清会太田　元治 平 8. 5. 1内   循   外  診療所
     守口市南寺方東通一丁目１３番１常　勤:    1　理事長　瀬川　央 新規 整外 現存
     ６号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413732-03400 酒井内科 〒570-0047 06-6992-7655酒井　淑子 酒井　淑子 平 8. 5. 1内   呼   消  診療所
     守口市寺方元町一丁目１６番１８常　勤:    1 継承 胃   循   放  現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413832-03442 加藤クリニック 〒570-0034 06-6992-8606加藤　弘文 加藤　弘文 平 9. 7. 1内   循   呼  診療所
     守口市西郷通一丁目１０番１号 常　勤:    1 新規 外   リハ 麻  現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413932-03459 守口市市民保健センタ〒570-0033 06-6992-2217守口市長　西端　勝樹辻　久子 平 9. 8. 1内   放   診療所
     ー 守口市大宮通一丁目１３番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414032-03467 一般社団法人　守口市〒570-0033 06-6992-6786一般社団法人守口医師賴　將烈 平 9. 7. 1内   小   診療所
     医師会内科小児科休日守口市大宮通一丁目１３番７号守常　勤:    2会　会長　賴　將烈 移転 現存
     応急診療所 口市市民保健センター (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414132-03509 北川クリニック 〒570-0083 06-6993-0366北川　直樹 北川　直樹 平 9.11. 1外   消   呼  診療所
     守口市京阪本通二丁目１６番５号常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414232-03525 医療法人　粟井胃腸科〒570-0004 06-6909-5101医療法人粟井胃腸科内粟井　堅一 平10. 1. 1胃   内   診療所
     内科 守口市淀江町３番７号 常　勤:    1科　理事長　粟井　堅 組織変更 現存
     (医       1)一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414332-03533 医療法人　卯月眼科 〒570-0083 06-6994-5125医療法人卯月眼科　理岡山　かほる 平10. 1. 1眼   診療所
     守口市京阪本通一丁目３番２号 常　勤:    1事長　岡山　かほる 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 414432-03558 たかせ若葉苑診療所 〒570-0053 06-6994-7560社会福祉法人瑞穂会　舩本　宜男 平10. 4. 1内   診療所
     守口市高瀬町五丁目８番１６号 常　勤:    1理事長　杉本　和隆 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414532-03566 辻耳鼻咽喉科医院 〒570-0012 06-6901-3288辻　竜平 辻　竜平 平10. 4. 1耳い アレ 診療所
     守口市大久保町一丁目３４番６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414632-03608 医療法人　裕仁会　森〒570-0061 06-6998-6668医療法人　裕仁会　理森　裕展 平10. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 守口市小春町２番１５号 常　勤:    1事長　森　裕展 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414732-03616 村田内科クリニック 〒570-0045 06-6995-6600村田　尚美 村田　尚美 平10.10. 1内   リハ 診療所
     守口市南寺方中通一丁目７番３２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414832-03640 医療法人　橋本クリニ〒570-0079 06-6991-2555医療法人　橋本クリニ橋本　貴司 平11. 1. 1内   神内 胃  診療所
     ック 守口市金下町二丁目１２番５号 常　勤:    2ック　理事長　橋本　 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       2)忠雄 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414932-03657 医療法人　山中クリニ〒570-0017 06-6905-2255医療法人　山中クリニ山中　祥弘 平11. 1. 1内   小   診療所
     ック 守口市佐太東町二丁目３番５号 常　勤:    2ック　理事長　山中　 組織変更 現存
     (医       2)祥弘 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415032-03681 医療法人　山本診療所〒570-0061 06-6997-1188医療法人　山本診療所山本　宗尚 平11. 1. 1内   消   循  診療所
     守口市小春町２番１５号ＤＯＩメ常　勤:    1　理事長　山本　宗尚 移転 放   現存
     ディカルセンター３階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415132-03699 内田診療所 〒570-0035 06-6992-2780内田　 久 内田　 久 平11. 6. 1内   リハ 診療所
     守口市東光町一丁目２８番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415232-03707 医療法人　すがの診療〒570-0032 06-6996-3971医療法人　すがの診療菅野　忠彰 平11. 7. 1内   小   放  診療所
     所 守口市菊水通二丁目４番１０号 常　勤:    3所　理事長　菅野　忠 組織変更 現存
     (医       3)彰 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 415332-03723 大槻医院 〒570-0053 06-6991-3576大槻　恒明 大槻　恒明 平11. 7.31内   消   診療所
     守口市高瀬町五丁目６番１５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415432-03731 どいクリニック 〒570-0017 06-6780-1585土井　俊邦 土井　俊邦 平12. 1. 1内   ひ   リハ診療所
     守口市佐太東町一丁目２２番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415532-03756 医療法人　袋井医院 〒570-0045 06-6995-2086医療法人　袋井医院　袋井　力 平12. 1. 1内   リハ リウ診療所
     守口市南寺方中通三丁目１０番８常　勤:    1理事長　袋井　力 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415632-03798 医療法人　まちだクリ〒570-0066 06-6995-5699医療法人　まちだクリ町田　英世 平12. 7. 1精   心内 内  診療所
     ニック 守口市梅園町２番３０号カーサロ常　勤:    1ニック　理事長　町田 組織変更 現存
     ーズヒル２階 (医       1)　英世 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415732-03806 梅香苑診療所 〒570-0002 06-6900-5054社会福祉法人　佐太善大槻　恒明 平12. 8. 1内   診療所
     守口市佐太中町六丁目４１番１９常　勤:    1友会　理事長　生駒　 新規 現存
     号 (医       1)英雄 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415832-03814 川嶋レディースクリニ〒570-0083 06-6995-5525川嶋　満子 川嶋　満子 平12.10. 1一般         1診療所
     ック 守口市京阪本通二丁目８番１１号常　勤:    1 新規 婦   内   現存
     新京阪ビル２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415932-03830 関谷クリニック 〒570-0087 06-6992-7778関谷　喜一郎 関谷　喜一郎 平12. 9. 1内   リハ 皮  診療所
     守口市梅町１１番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416032-03855 高橋クリニック 〒570-0027 06-6995-7528高橋　徹 高橋　徹 平13. 2. 1内   循   皮  診療所
     守口市桜町６番８号守口駅前　敷常　勤:    1 新規 現存
     島ビル２階 (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416132-03871 ふじた整形外科 〒570-0034 06-6995-7553藤田　勝也 藤田　勝也 平13. 4. 1整外 診療所
     守口市西郷通一丁目４番１４号扇常　勤:    1 新規 現存
     商事ビル１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 416232-03889 岡井医院 〒570-0086 06-6991-4119岡井　秀行 岡井　秀行 平13. 4. 1内   胃   こう診療所
     守口市竹町６番７号 常　勤:    1 継承 外   現存
     (医       1) 平25. 4. 1内科、胃腸内科
     、肛門外科、内
     視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416332-03897 菱田医院 〒570-0045 06-6991-2872兵頭　泰子 兵頭　泰子 平13. 4. 1内   小   皮  診療所
     守口市南寺方中通一丁目５番１号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416432-03921 はかたクリニック 〒570-0047 06-6995-6780博多　尚文 博多　尚文 平13. 7. 1内   外   整外診療所
     守口市寺方元町一丁目１６番１８常　勤:    1 新規 リハ 麻   現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416532-03939 医療法人　松尾医院 〒570-0055 06-6997-5693医療法人　松尾医院　松尾　龍之介 平13. 7. 1内   精   心内診療所
     守口市春日町３番４号 常　勤:    1理事長　松尾　龍之介 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416632-03954 社会福祉法人優喜会　〒570-0003 06-6907-1371社会福祉法人優喜会　梶浦　恭 平13.10. 1内   精   皮  診療所
     フローラルクリニック守口市大日町一丁目１１番１１号常　勤:    1理事長　 瀬　義之 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416732-03962 医療法人　しげた耳鼻〒570-0061 06-4250-1187医療法人　しげた耳鼻恵田　敏信 平14. 1. 1耳い 診療所
     咽喉科 守口市小春町２番１５号ＤＯＩメ常　勤:    1咽喉科　理事長　恵田 組織変更 現存
     ディカルセンター２階 (医       1)　敏信 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416832-03970 医療法人親愛会　しん〒570-0062 06-6991-2659医療法人親愛会　理事今本　求 平14. 1. 1一般         9診療所
     あい診療所 守口市馬場町一丁目５番９号 常　勤:    4長　堀本　豊範 組織変更 消   内   循  休止
     (医       4) 平20. 1. 1アレ 放   小  
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416932-03996 ふさおかこどもクリニ〒570-0023 06-6991-1611房岡　徹 房岡　徹 平14. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 守口市日向町６番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417032-04002 医療法人浄光会　寺西〒570-0017 06-6905-8787医療法人浄光会　寺西寺西　伸介 平14. 4. 1外   内   診療所
     外科内科 守口市佐太東町一丁目３８番２号常　勤:    1外科内科　理事長　寺 移転 現存
     (医       1)西　伸介 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 417132-04028 はまもと整形外科 〒570-0003 06-6900-2600濱本　浩 濱本　浩 平14. 7. 1整外 リハ 診療所
     守口市大日町三丁目１番９号大日常　勤:    1 新規 現存
     フクダビル２０２号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417232-04044 医療法人英進会　良本〒570-0064 06-6991-1547医療法人英進会　理事良本　英彦 平15. 1. 1内   循   診療所
     循環器内科 守口市長池町５番１号 常　勤:    1長　良本　英彦 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417332-04051 坂口内科 〒570-0028 06-6992-0565坂口　博美 坂口　博美 平15. 3. 1内   診療所
     守口市本町一丁目６番１３号守口常　勤:    1 移転 現存
     駅前ビル１階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417432-04069 さらや　あすなろ医院〒570-0026 06-6991-2893更家　薫 更家　薫 平15. 5. 1精   神   内  診療所
     守口市松月町５－９ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417532-04085 医療法人参樹会　大月〒570-0083 06-6992-6827医療法人参樹会　理事大月　卓哉 平15.10. 6眼   診療所
     眼科本院 守口市京阪本通一丁目１番１０号常　勤:    1長　大月　卓哉 移転 現存
     オーエムビル１階 (医       1) 平27.10. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417632-04127 竹田乳腺クリニック 〒570-0012 06-6900-6262竹田　靖 竹田　靖 平16. 3. 1外   診療所
     守口市大久保町三丁目３４番８号常　勤:    1 新規 乳腺外科、外科現存
     ネイチャー２１ビル２階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417732-04150 上原眼科 〒570-0012 06-6916-8778上原　雅美 上原　雅美 平16. 6. 1眼   診療所
     守口市大久保町三丁目３４番８号常　勤:    1 新規 現存
     ネイチャー２１ビル２階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417832-04176 医療法人　なかむら眼〒570-0017 06-6900-6900医療法人なかむら眼科中村　佳預子 平17. 1. 1眼   診療所
     科 守口市佐太東町一丁目３８番２号常　勤:    2　理事長　中村　佳預 組織変更 現存
     ＲＥＭＹ佐太ビル２階 (医       2)子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417932-04184 喜多総合クリニック 〒570-0065 06-6997-3004喜多　保文 喜多　保文 平17. 3. 1整外 リハ 外  診療所
     守口市滝井元町二丁目５番１０号常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 418032-04192 社会医療法人彩樹　守〒570-0021 06-6906-9000社会医療法人彩樹　理岡　博史 平17. 2. 1一般       185病院
     口敬仁会病院 守口市八雲東町二丁目４７番１２常　勤:   48事長　岡　博史 組織変更 外   内   循  現存
     号 (医      48) 平29. 2. 1消   整外 形外
     非常勤:   22 こう 脳外 皮  
     (医      22) ひ   婦   耳い
     眼   麻   放  
     リハ 精   病理
     透析 呼外 
     内科、循環器内
     科、外科、消化
     器外科、消化器
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418132-04200 きたにし耳鼻咽喉科 〒570-0004 06-6902-4133北西　剛 北西　剛 平17. 5. 1耳い アレ 診療所
     守口市淀江町３番７号メディトピ常　勤:    1 新規 現存
     ア守口２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418232-04218 医療法人　創健会　賴〒570-0065 06(6991)6311医療法人　創健会　理賴　將烈 平17.12. 1内   小   循  診療所
     内科胃腸科 守口市滝井元町一丁目８－７　ア常　勤:    1事長　賴　將烈 組織変更 リハ アレ 胃  現存
     スク滝井１Ｆ (医       1) 平29.12. 1こう 皮   心内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418332-04226 医療法人博心会　坂本〒570-0012 06-6900-7001医療法人博心会　理事坂本　敏浩 平18. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 守口市大久保町三丁目３４番８号常　勤:    1長　坂本　敏浩 組織変更 現存
     ネイチャー２１ビル１Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418432-04242 かじうらクリニック 〒570-0003 06-6901-2995梶浦　恭 梶浦　恭 平18. 4. 1内   小   循  診療所
     守口市大日町三丁目２５番１７号常　勤:    1 継承 呼   消   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418532-04267 医療法人　博愛会　守〒570-0035 06-6992-1081医療法人　博愛会　理岡本　眞三人 平18. 5. 1内   小   消  診療所
     口診療所 守口市東光町一丁目２２番２０号常　勤:    1事長　村田　保則 組織変更 循   放   リハ現存
     (医       1) 平30. 5. 1心内 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418632-04283 博多医院 〒570-0048 06-6993-4041博多　安美 博多　安美 平18. 6. 1内   小   循  診療所
     守口市寺方本通四丁目３番１４号常　勤:    1 移転 消   心内 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418732-04291 医療法人　佑希会　米〒570-0014 06-6916-0300医療法人　佑希会　理米田　祐介 平18. 7. 1内   循   アレ診療所
     田医院 守口市藤田町四丁目４８番５号 常　勤:    1事長　米田　祐介 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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 418832-04309 秋山医院 〒570-0026 06-6991-2710秋山　剛士 秋山　剛士 平18. 8. 1内   外   胃  診療所
     守口市松月町４番３４号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418932-04341 社会医療法人弘道会　〒570-0002 06-6906-1100社会医療法人弘道会　西川　節 平18.10. 1一般       199病院
     守口生野記念病院 守口市佐太中町六丁目１７番３３常　勤:   35理事長　生野　弘道 移転 内   神内 呼内現存
     号 (医      35) 平24.10. 1消   循   小  
     非常勤:  109 外   形外 脳外
     (医     109) 皮   ひ   放  
     整外 リハ 麻  
     眼   心外 透析
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419032-04374 医療法人　優和会　い〒570-0031 06-6996-3545医療法人　優和会　理乾　広幸 平19. 1. 1内   消   外  診療所
     ぬいクリニック 守口市橋波東之町一丁目１０番１常　勤:    1事長　乾　広幸 組織変更 こう リハ 現存
     ０号リヴァーシャロウ西三荘１階(医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419132-04382 まつもとクリニック 〒570-0028 06-6998-2115松本　浩司 松本　浩司 平19. 2. 1心内 神   精  診療所
     守口市本町一丁目５番８号京阪守常　勤:    1 新規 現存
     口ビル３階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419232-04390 医療法人　塩見クリニ〒570-0011 06-6901-7733医療法人塩見クリニッ塩見　勝 平19. 4. 1内   消   小  診療所
     ック 守口市金田町一丁目２１番４１号常　勤:    2ク　理事長　塩見　勝 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419332-04408 オカダ医院 〒570-0034 06-6998-5508岡田　日佳 岡田　日佳 平19. 4. 1ひ   内   外  診療所
     守口市西郷通三丁目２番１４号 常　勤:    1 継承 皮   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419432-04416 医療法人　大江医院 〒570-0035 06-6992-2800医療法人大江医院　理大江　正之 平19. 7. 1内   小   消  診療所
     守口市東光町二丁目８番１３号 常　勤:    2事長　大江　正之 組織変更 放   リハ 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419532-04424 医療法人　出口眼科医〒570-0056 06-6991-2934医療法人出口眼科医院出口　順子 平19. 7. 1眼   診療所
     院 守口市寺内町二丁目６番６号 常　勤:    1　理事長　出口　順子 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419632-04432 医療法人健寿会　すず〒570-0017 06-6916-2221医療法人健寿会　理事鈴木　里美 平19. 7. 1整外 リハ 診療所
     き整形外科クリニック守口市佐太東町二丁目９番１０号常　勤:    1長　鈴木　里美 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 419732-04440 なずな園診療所 〒570-0008 06-6997-7270社会福祉法人柏清会　田代　眞理 平19.12. 1内   外   整外診療所
     守口市八雲北町二丁目２６番１号常　勤:    1理事長　瀬川　央 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419832-04457 たしろクリニック 〒570-0008 06-6997-5020田代　眞理 田代　眞理 平20. 3. 1内   診療所
     守口市八雲北町二丁目２６番２号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419932-04473 大島医院 〒570-0025 06-6991-2875大嶋　太一 大嶋　太一 平20.10. 1内   放   診療所
     守口市竜田通二丁目７番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420032-04481 北原医院 〒570-0012 06-6902-3623井上　美佐 井上　美佐 平20.10. 1内   アレ リウ診療所
     守口市大久保町四丁目１番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420132-04507 大野クリニック 〒570-0038 06-6996-0333大野　勝治 大野　勝治 平21. 4.10内   心内 精  診療所
     守口市河原町１３番１３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420232-04531 杉本ひふ科 〒570-0028 06-6993-4112杉本　真由美 杉本　真由美 平21. 8. 1皮   アレ 形外診療所
     守口市本町一丁目１番１８号アテ常　勤:    1 移転 現存
     ィーナ守口１Ｆ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420332-04556 吉岡医院 〒570-0094 06-6991-2859吉岡　明美 吉岡　明美 平22. 1.11内   小   診療所
     守口市京阪北本通４番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420432-04580 医療法人　恵和会　あ〒570-0021 06-4252-6663医療法人　恵和会　理飴本　完二 平23. 1. 1内   小   診療所
     めもとクリニック 守口市八雲東町二丁目８２番２２常　勤:    1事長　飴本　完二 組織変更 現存
     号大日駅前ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420532-04598 吉岡内科クリニック 〒570-0028 06-6995-6855吉岡　敬治 吉岡　敬治 平23. 5. 1内   診療所
     守口市本町２丁目１１番守口ミッ常　勤:    1 新規 現存
     ドサイト文禄ヒルズ　ザ・タワー(医       1) 平29. 5. 1
     ４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420632-04614 さかもと整形 〒570-0091 06-6996-8800阪本　厚人 阪本　厚人 平23. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     守口市北斗町８－７－１０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 420732-04648 鶴見緑地苑　診療所 〒570-0032 06-6995-5005社会福祉法人清水福祉博多　尚文 平23.11. 1内   診療所
     守口市菊水通三丁目１６番２号 常　勤:    1会　理事長　水野　智 新規 現存
     (医       1)志 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420832-04663 あずま在宅医療クリニ〒570-0075 06-6991-8010東　英子 東　英子 平23.12. 1内   診療所
     ック 守口市紅屋町７番１２号Ａｎｎｅ常　勤:    1 新規 現存
     ｘ　Ｎａｋａｎｏ１Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420932-04671 医療法人　垣鍔耳鼻咽〒570-0021 06-6780-1187医療法人　垣鍔耳鼻咽垣鍔　典也 平24. 1. 1耳い アレ 診療所
     喉科・アレルギー科 守口市八雲東町２丁目８２番２２常　勤:    1喉科・アレルギー科　 組織変更 現存
     号大日駅前ビル３階 (医       1)理事長　垣鍔　典也 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421032-04689 けいはん医療生活協同〒570-0032 06-6991-1101けいはん医療生活協同工藤　真貴 平24. 4. 1内   循   診療所
     組合　さつき診療所 守口市菊水通３丁目２番５号 常　勤:    1組合　代表理事　戸田 新規 現存
     (医       1)　伸夫 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421132-04697 木下クリニック 〒570-0005 06-6903-1072木下　輝樹 木下　輝樹 平24. 3.14内   婦   小  診療所
     守口市八雲中町２丁目１２番２６常　勤:    1 継承 現存
     号やぐもビューハイツ１Ｆ (医       1) 平30. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421232-04713 田中医院 〒570-0032 06-6992-7771田中　満 田中　満 平24. 5.25外   内   消  診療所
     守口市菊水通一丁目２番１号 常　勤:    1 移転 整外 小   リハ現存
     (医       1) 平30. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421332-04721 社会医療法人彩樹　守〒570-0072 06-6995-1000社会医療法人彩樹　理青山　直樹 平24. 9. 1内   診療所
     口けいじん会クリニッ守口市早苗町３番７号 常　勤:    2事長　岡　博史 移転 現存
     ク (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421432-04739 医療法人　髙井クリニ〒570-0011 06-6916-8000医療法人　髙井クリニ髙井　建司 平24. 9. 1小   アレ 診療所
     ック 守口市金田町５丁目４番３２号 常　勤:    1ック　理事長　髙井　 移転 現存
     (医       1)建司 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421532-04754 京阪クリニック 〒570-0012 06-6902-1001医療法人　再生未来　乾　利夫 平25. 1. 1内   診療所
     守口市大久保町三丁目３４番８号常　勤:    2理事長　乾　利夫 新規 現存
     ネイチャー２１ビル２階 (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 421632-04762 医療法人　祥友会　カ〒570-0017 06-6916-7700医療法人　祥友会　理川端　將之 平25. 1. 1内   小   アレ診療所
     ワバタ内科 守口市佐太東町二丁目９番１０号常　勤:    1事長　川端　將之 組織変更 現存
     ジャガーイーストビル３階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421732-04770 医療法人徳友会　木村〒570-0016 06-6916-6950医療法人徳友会　理事上原　恵子 平25. 1. 1眼   診療所
     眼科 守口市大日東町１番１８号イオン常　勤:    1長　木村　泰徳 組織変更 現存
     モール大日３階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421832-04788 医療法人　慈恩会　森〒570-0043 06-6995-7700医療法人　慈恩会　理森脇　信 平25. 1. 1内   小   診療所
     脇クリニック 守口市南寺方東通３丁目１番１４常　勤:    1事長　森脇　信 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421932-04812 医療法人　慈翔会　沼〒570-0028 06-6967-8000医療法人　慈翔会　理沼　義博 平25. 7. 1脳外 神内 リハ診療所
     脳神経外科クリニック守口市本町２丁目１－２４　守口常　勤:    1事長　沼　義博 組織変更 現存
     ミッドサイト文禄ヒルズ　ザ・タ(医       1) 平25. 7. 1
     ワー１Ｆ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422032-04838 医療法人　恵珠会　み〒570-0083 06-6996-2810医療法人　恵珠会　理水谷　亜紀 平26. 1. 1皮   診療所
     ずたに皮膚科 守口市京阪本通２丁目３番５号リ常　勤:    1事長　水谷　亜紀 組織変更 現存
     バティビル坂井１０１ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422132-04846 さくらクリニック 〒570-0042 06-6994-8739田村　邦宣 田村　邦宣 平26. 4. 1内   呼   アレ診療所
     守口市寺方錦通１丁目１０番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422232-04853 よしなかクリニック 〒570-0083 06-6991-6276吉中　亮二 吉中　亮二 平26. 4. 1胃   内   外  診療所
     守口市京阪本通２丁目３番１号 常　勤:    1 継承 整外 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422332-04879 医療法人　さかいクリ〒570-0016 06-6904-0005医療法人さかいクリニ酒井　尚彦 平26. 7. 1内   循   診療所
     ニック 守口市大日東町１番１８号イオン常　勤:    1ック　理事長　酒井　 組織変更 現存
     モール大日３階 (医       1)尚彦 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422432-04887 吉良整形外科 〒570-0053 06-6998-7600吉良　貞政 吉良　貞政 平26. 6.28整外 リハ 放  診療所
     守口市高瀬町三丁目９番１１号 常　勤:    1 継承 リウ 現存
     (医       1) 平26. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 422532-04911 中村　たか　クリニッ〒570-0096 06-6993-5770中村　勝人 中村　勝人 平26.10. 1内   外   アレ診療所
     ク 守口市外島町２番リバーサイドも常　勤:    1 新規 現存
     りぐち (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422632-04937 医療法人健尚会　つた〒570-0028 06-4250-8787医療法人健尚会　理事蔦　佳尚 平27. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 守口市本町二丁目２番１１号アヴ常　勤:    1長　蔦　佳尚 組織変更 現存
     ェーレ守口駅前ビル１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422732-04945 すずな園診療所 〒570-0033 06-6995-0038社会福祉法人柏清会　松沢　博 平28. 1. 1内   外   整外診療所
     守口市大宮通１丁目１３番１４号常　勤:    1理事長　瀬川　央 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422832-04952 医療法人ふじいやさか〒570-0078 06-6991-1000医療法人ふじいやさか森嶌　淳友 平28. 1. 1内   外   循  診療所
     　ラ・ヴィータメディ守口市平代町８番１号ナービス守常　勤:    1　理事長　森嶌　淳友 組織変更 現存
     カルクリニック 口平代２階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422932-04960 医療法人健仁会　アイ〒570-0056 06-6998-1116医療法人健仁会　理事東　功 平28. 1. 1内   精   ひ  診療所
     ル在宅医療クリニック守口市寺内町二丁目７番３号サン常　勤:    2長　東　功 組織変更 外   現存
     キュービル２０２号室 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423032-04978 医療法人　きよたクリ〒570-0038 06-6992-5517医療法人きよたクリニ清田　啓介 平28. 1. 1内   消   診療所
     ニック 守口市河原町１０番１５号　テル常　勤:    1ック　理事長　清田　 組織変更 現存
     プラザ１階 (医       1)啓介 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423132-04986 医療法人綾美会　白井〒570-0034 06-6991-3290医療法人綾美会　理事白井　高司 平28. 1. 1小   皮   内  診療所
     医院 守口市西郷通一丁目１５番１８号常　勤:    1長　白井　高司 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423232-04994 たにがわ整形外科クリ〒570-0083 06-6998-3726谷川　暢之 谷川　暢之 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 守口市京阪本通一丁目１番１１号常　勤:    1 新規 外   内   現存
     リエス守口１Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423332-05009 ちはるクリニック 〒570-0008 06-6991-8335榎木　千春 榎木　千春 平28. 4. 1内   循   外  診療所
     守口市八雲北町２－１０－９シャ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ーメゾンステラ１Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
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 423432-05017 医療法人長尾会　守口〒570-0081 06-6994-8867医療法人長尾会　理事野村　吉宣 平28. 4. 1精   心内 診療所
     長尾会クリニック 守口市日吉町１丁目２番９号エム常　勤:    1長　長尾　喜一郎 組織変更 現存
     ロード日吉１階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423532-05025 木股眼科医院 〒570-0037 06-6991-2730宮島　理乃 宮島　理乃 平28. 4. 1眼   診療所
     守口市大枝北町１番２０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423632-05033 たいようさんさん在宅〒570-0079 06-4250-9233白　成栽 白　成栽 平28. 6. 1内   ひ   精  診療所
     クリニック 守口市金下町２丁目２－１３徳高常　勤:    2 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423732-05066 医療法人青桜会　あお〒570-0044 06-6998-1313医療法人青桜会　理事坂田　哲二 平28. 9. 1心内 精   内  診療所
     ぞらクリニック 守口市南寺方南通三丁目１番２９常　勤:    1長　坂田　哲二 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423832-05074 しみずファミリークリ〒570-0014 06-6914-4390清水　健 清水　健 平28.11. 1内   外   小  診療所
     ニック 守口市藤田町五丁目８番５号 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423932-05082 島野耳鼻咽喉科 〒570-0031 06-6995-4187島野　卓史 島野　卓史 平28.12. 1耳い アレ 診療所
     守口市橋波東之町２丁目９番１６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424032-05090 大阪府守口保健所 〒570-0083 06-6993-3131大阪府　代表者　大阪松本　一美 平28.10.31内   診療所
     守口市京阪本通２丁目５番５号 常　勤:    1府知事　松井　一郎 移転 現存
     (医       1) 平28.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424132-05108 医療法人　藤原眼科ク〒570-0034 06-6996-3617医療法人　藤原眼科ク藤原　英理子 平29. 4. 1眼   診療所
     リニック 守口市西郷通四丁目３番１１号 常　勤:    1リニック　理事長　藤 移転 現存
     (医       1)原　英理子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 424232-05116 医療法人愛泉会　愛泉〒570-0005 06-6904-1313医療法人愛泉会　理事尾野　敏彦 平29. 5. 1一般        60病院
     会病院 守口市八雲中町二丁目４番２６号常　勤:    5長　尾野　敏彦 移転 療養        90現存
     (医       5) 平29. 5. 1内   外   整外
     非常勤:   19 放   皮   リハ
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424332-05124 よしおかクリニック 〒570-0076 06-4397-7230吉岡　章夫 吉岡　章夫 平29.12. 1内   リハ 診療所
     守口市滝井西町２－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424433-01543 一般社団法人　津守病〒557-0062 06-6659-6651一般社団法人　津守病前田　拓郎 昭32.10. 1療養        80病院
     (33-61543 ) 院 大阪市西成区津守三丁目５番１８常　勤:    2院　理事長　前田　純 新規 内   外   歯  現存
     号 (医       1)三 平29.10. 1
     (歯       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424533-02178 内海医院 〒557-0052 06-6651-5613内海　博信 内海　博信 昭35. 8. 1内   産婦 診療所
     大阪市西成区潮路一丁目１番２３常　勤:    1 新規 休止
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424633-02533 社会福祉法人　大阪自〒557-0014 06-6659-8282社会福祉法人　大阪自西川　 昭39.11. 1内   精   皮  診療所
     彊館診療所 大阪市西成区天下茶屋一丁目３番常　勤:    2彊館　理事長　川端　 整外 現存
     １７号 (医       2)均 平24.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424733-02640 浦上医院 〒557-0054 06-6658-0345浦上　勉 浦上　勉 昭41. 6. 1内   外   整外診療所
     大阪市西成区千本中二丁目８番４常　勤:    1 新規 皮   休止
     ０号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424833-02723 加納医院 〒557-0034 06(6661)3804加納　治男 加納　治男 昭43. 3. 1内   小   放  診療所
     大阪市西成区松一丁目４番２３号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424933-03150 社会福祉法人　大阪社〒557-0004 06-6649-0321社会福祉法人　大阪社齊藤　忍 昭47. 7. 1一般        80病院
     会医療センター付属病大阪市西成区萩之茶屋一丁目３番常　勤:    9会医療センター　理事 移転 内   外   整外現存
     院 ４４号 (医       9)長　長山　正義 平29. 7. 1精   皮   ひ  
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 425033-03325 医療法人弘仁会　まち〒557-0001 06-6649-1251医療法人弘仁会　理事町田　浩久 昭50. 2. 1一般        32病院
     だ胃腸病院 大阪市西成区山王一丁目１番１５常　勤:    4長　町田　浩久 新規 療養        29現存
     号 (医       4) 平29. 2. 1内   消   胃  
     非常勤:   25 他   放   
     (医      25) 内科・消化器内
     科・胃腸内科・
     腫瘍内科・内視
     鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425133-03416 医療法人山紀会　山本〒557-0041 06-6658-5511医療法人　山紀会　理髙折　洋 昭52. 4. 1療養       120病院
     第一病院 大阪市西成区岸里三丁目１０番９常　勤:    3事長　山本　時彦 組織変更 内   現存
     号 (医       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425233-03424 医療法人桑友会　桑原〒557-0031 06-6561-3668医療法人桑友会　理事桑原　紘一郎 昭52. 6. 1内   小   診療所
     医院 大阪市西成区鶴見橋三丁目９番１常　勤:    1長　桑原　紘一郎 新規 現存
     １号 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425333-03499 砂田眼科 〒557-0051 06-6661-2254砂田　勲 砂田　勲 昭53. 7. 1眼   診療所
     大阪市西成区橘二丁目５番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425433-03572 医療法人慈勉会　浦上〒557-0003 06-6649-2191医療法人慈勉会　理事浦上　理惠 昭54. 4. 1療養        51病院
     病院 大阪市西成区天下茶屋北二丁目５常　勤:    2長　浦上　勉 新規 内   神内 リハ現存
     番１５号 (医       2) 平30. 4. 1放   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425533-03739 森整形外科 〒557-0042 06-6661-4978森　泰壽 森　泰壽 昭58. 5. 1整外 リハ 診療所
     大阪市西成区岸里東二丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425633-04117 医療法人　亀井医院 〒557-0042 06-6658-6738医療法人亀井医院　理亀井　輝二 昭64. 1. 1内   小   リハ診療所
     大阪市西成区岸里東二丁目１３番常　勤:    1事長　亀井　輝二 組織変更 放   現存
     １１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425733-04125 医療法人会陽会　渡辺〒557-0011 06-6661-1886医療法人会陽会　理事渡辺　道則 昭64. 1. 1内   胃   外  診療所
     医院 大阪市西成区天下茶屋東二丁目１常　勤:    1長　渡辺　道則 組織変更 整外 リハ 現存
     ３番２１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 425833-04158 医療法人山紀会　山本〒557-0063 06-6658-6611医療法人山紀会　理事山本　時彦 平元. 5. 1一般       266病院
     第三病院 大阪市西成区南津守四丁目５番２常　勤:   15長　山本　時彦 新規 療養        81現存
     ０号 (医      15) 平28. 5. 1内   消   呼内
     非常勤:   34 外   脳外 整外
     (医      34) リハ 放   
     内科、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425933-04208 医療法人　安慶名眼科〒557-0031 06-6568-7608医療法人安慶名眼科　安慶名　康壽 昭57.10. 1眼   診療所
     大阪市西成区鶴見橋二丁目１番８常　勤:    1理事長　安慶名　康壽 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426033-04224 医療法人　杉本医院 〒557-0001 06-6641-7853医療法人杉本医院　理杉本　秀樹 平元. 7. 1内   整外 リハ診療所
     大阪市西成区山王三丁目１６番７常　勤:    1事長　杉本　秀樹 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426133-04281 医療法人　三間眼科医〒557-0054 06-6661-2843医療法人三間眼科医院大内　安佐子 平 2. 1. 1眼   診療所
     院 大阪市西成区千本中二丁目１２番常　勤:    1　理事長　大内　安佐 組織変更 現存
     １１号 (医       1)子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426233-04356 医療法人　橋村会　南〒557-0063 06-6661-0050医療法人　橋村会　理橋村　宏一 平 3. 1. 1内   外   整外診療所
     津守医院 大阪市西成区南津守三丁目１番４常　勤:    1事長　橋村　宏一 組織変更 胃   現存
     ８号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426333-04414 三村整形外科 〒557-0042 06(6659)5088三村　和博 三村　和博 平 3. 5. 1整外 外   リウ診療所
     大阪市西成区岸里東二丁目３番２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２号天神の森コットンビル４階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426433-04430 社会福祉法人枚方療育〒557-0063 06-6656-7001社会福祉法人　枚方療鈴木　有朋 平 3. 8. 1内   精   整外診療所
     (33-64430 ) 園　ビアンエトール恭大阪市西成区南津守一丁目４番７常　勤:    2育園　理事長　山西　 新規 歯   現存
     愛附属診療所 号 (医       1)博道 平24. 8. 1
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426533-04539 医療法人　小池外科 〒557-0062 06-6568-1551医療法人小池外科　理小池　剛史 平 4. 7. 1外   整外 内  診療所
     大阪市西成区津守一丁目７番３３常　勤:    4事長　小池　剛史 組織変更 呼   胃   こう現存
     号 (医       4) 平28. 7. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 426633-04547 医療法人健心会　林内〒557-0042 06-6659-6030医療法人健心会　理事林　健郎 平 4. 7. 1内   循   呼  診療所
     科・循環器科 大阪市西成区岸里東二丁目３番２常　勤:    1長　林　健郎 組織変更 現存
     ２号　 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426733-04604 医療法人　北野皮膚ひ〒557-0042 06-6659-7760医療法人北野皮膚ひ尿北野　喜彦 平 5. 1. 1ひ   皮   診療所
     尿器科 大阪市西成区岸里東二丁目３番２常　勤:    1器科　理事長　北野　 組織変更 現存
     ２号メディカル天神の森コットン(医       1)喜彦 平29. 1. 1
     ビル５階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426833-04612 医療法人三圭会　ハル〒557-0032 06-6641-7802医療法人三圭会ハルタ春田　亘史 平 5. 1. 1眼   診療所
     タ眼科 大阪市西成区旭一丁目３番２５号常　勤:    2眼科　理事長　春田　 組織変更 現存
     (医       2)亘史 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426933-04695 医療法人　村上眼科 〒557-0042 06-6659-2008医療法人　村上眼科　村上　裕子 平 5. 7. 1眼   診療所
     大阪市西成区岸里東二丁目３番２常　勤:    1理事長　村上　裕子 組織変更 現存
     ２号天神の森コットンビル３階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427033-04745 医療法人　溝口医院 〒557-0063 06(6656)5269医療法人　溝口医院　德網　元嘉 平 6. 1. 1内   胃   消  診療所
     大阪市西成区南津守７－５－７メ常　勤:    1理事長　德網　元嘉 組織変更 リハ 放   現存
     ゾン赤松１階１－Ａ号室 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427133-04802 相澤医院 〒557-0043 06-6661-9173相澤　眞澄夫 相澤　眞澄夫 平 6. 9. 1外   胃   こう診療所
     大阪市西成区玉出東二丁目１４番常　勤:    1 新規 皮   リハ 放  現存
     １５号ヘリテージ帝塚山２階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427233-04836 医療法人　三好クリニ〒557-0045 06-6661-2626医療法人三好クリニッ志村　達興 平 7. 1. 1内   小   胃  診療所
     ック 大阪市西成区玉出西一丁目７番７常　勤:    1ク　理事長　志村　達 組織変更 放   現存
     号 (医       1)興 平28. 1. 1胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427333-04877 白寿会診療所 〒557-0063 06-6651-2210社会福祉法人白寿会　福本　進 平 7. 3. 1内   精   整外診療所
     大阪市西成区南津守七丁目１２番常　勤:    1理事長　飛田　忠之 新規 リハ 現存
     ３２号 (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427433-04927 医療法人　花園橋村医〒557-0016 06-6641-2130医療法人　花園橋村医橋村　哲生 平 7. 7. 1内   循   放  診療所
     院 大阪市西成区花園北二丁目１５番常　勤:    1院　理事長　橋村　哲 組織変更 現存
     ２９号 (医       1)生 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 427533-04984 森田内科医院 〒557-0031 06-6641-5566森田　俊孝 森田　俊孝 平 8. 7. 1内   リハ 神  診療所
     大阪市西成区鶴見橋一丁目４番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427633-05015 医療法人　神子田医院〒557-0052 06-6661-5633医療法人　神子田医院神子田　義則 平 8. 7. 1脳外 内   放  診療所
     大阪市西成区潮路一丁目１番１９ 　理事長　神子田　義 組織変更 現存
     号 則 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427733-05056 原田整形外科 〒557-0041 06-6658-0405原田　潔 原田　潔 平 8.12. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市西成区岸里二丁目１番７号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427833-05098 阪本医院 〒557-0031 06-6561-2020阪本　憲一 阪本　憲一 平 9. 5. 1内   小   診療所
     大阪市西成区鶴見橋三丁目１番１常　勤:    2 移転 現存
     ０号 (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427933-05130 医療法人五常会　浅野〒557-0042 06-6661-7129医療法人五常会浅野ク浅野　 司 平 9. 8. 1一般        10診療所
     クリニック 大阪市西成区岸里東一丁目８番１常　勤:    2リニック　理事長　淺 新規 内   外   整外療養病床
     １号 (医       2)野　宜春 平24. 8. 1産婦 小   放  現存
     リハ 皮   ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428033-05163 中内医院 〒557-0051 06-6659-1500山本　繁 山本　繁 平 9. 9. 1内   外   整外診療所
     大阪市西成区橘一丁目７番１８号常　勤:    1 継承 胃   放   リハ現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428133-05171 医療法人紫陽会　延安〒557-0054 06-6651-3656医療法人紫陽会　理事車　大平 平10. 1. 1内   放   リハ診療所
     医院 大阪市西成区千本中二丁目１番２常　勤:    1長　車　大平 組織変更 現存
     ９号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428233-05247 前倉医院 〒557-0053 06-6651-0780前倉　俊治 前倉　俊治 平10. 7.19内   診療所
     大阪市西成区千本北一丁目７番２常　勤:    1 継承 現存
     １号 (医       1) 平28. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428333-05296 すずらん診療所 〒557-0024 06-6563-6563社会福祉法人　ヒュー阪本　寛之 平11. 6. 1内   整外 精  診療所
     (33-65296 ) 大阪市西成区出城二丁目４番１０常　勤:    1マンライツ福祉協会　 新規 歯   現存
     号 (医       1)理事長　摺木　利幸 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       4)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428433-05338 横谷医院 〒557-0033 06-6661-1455横谷　徹 横谷　徹 平11. 8. 1内   呼   循  診療所
     大阪市西成区梅南一丁目２番３７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
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 428533-05346 安慶名医院 〒557-0031 06-6561-7680安慶名　泰通 安慶名　泰通 平11. 9. 1内   神   精  診療所
     大阪市西成区鶴見橋二丁目４番２常　勤:    1 移転 ひ   現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428633-05387 たかしまクリニック 〒557-0052 06-6659-0107高島　忠守 高島　忠守 平11.12. 1内   リハ 小  診療所
     大阪市西成区潮路二丁目１番２９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428733-05403 吉村医院 〒557-0001 06-6641-6830吉村　昌佳 吉村　昌佳 平12. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市西成区山王三丁目１９番７常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428833-05411 医療法人オーク会　オ〒557-0045 06-4398-1000医療法人　オーク会　多田　佳宏 平12. 5. 1一般        19診療所
     ーク住吉産婦人科 大阪市西成区玉出西二丁目７番９常　勤:   10理事長　中村　嘉孝 新規 婦   産   現存
     号 (医      10) 平30. 5. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428933-05429 保川医院 〒557-0043 06-6661-4984保川　淳 保川　淳 平12. 4. 1内   小   整外診療所
     大阪市西成区玉出東一丁目１０番常　勤:    1 継承 外   アレ リハ現存
     １４号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429033-05460 川西医院 〒557-0016 06-6631-0615川西　洋 川西　洋 平12. 9. 1内   胃   こう診療所
     大阪市西成区花園北二丁目１２番常　勤:    1 継承 皮   現存
     ２４号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429133-05502 上田眼科 〒557-0014 06-4398-4557上田　浩文 上田　浩文 平12.12. 1眼   診療所
     大阪市西成区天下茶屋二丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429233-05510 耳鼻咽喉科堀内医院 〒557-0044 06-6661-8823八田　扇 八田　扇 平12.11. 1耳い 診療所
     大阪市西成区玉出中一丁目１５番常　勤:    1 継承 現存
     １３号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429333-05536 医療法人　今村医院 〒557-0052 06-6658-3001医療法人　今村医院　今村　康彦 平13. 1. 1内   小   消  診療所
     大阪市西成区潮路二丁目２番４号常　勤:    1理事長　今村　康彦 組織変更 外   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 429433-05544 医療法人真秀良会　ま〒557-0003 06-4396-5550医療法人真秀良会　理佐井　昇 平13. 1. 1内   皮   リハ診療所
     ほら会診療所 大阪市西成区天下茶屋北二丁目５常　勤:    1事長　佐井　昇 組織変更 循   精   整外現存
     番１号 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429533-05551 医療法人　橋本医院 〒557-0031 06-6641-9247医療法人　橋本医院　橋本　規 平13. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市西成区鶴見橋一丁目１２番常　勤:    2理事長　橋本　規 組織変更 内   現存
     ２６号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429633-05593 鈴木診療所 〒557-0044 06-6656-2103鈴木　潤一 鈴木　潤一 平13. 5.10内   小   リハ診療所
     大阪市西成区玉出中二丁目１５番常　勤:    1 移転 現存
     ２１号ＨＫビル３階 (医       1) 平25. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429733-05601 医療法人淳康会　堺近〒557-0041 06-6651-7001医療法人淳康会　理事前　暢子 平13. 7. 1内   外   整外診療所
     森病院附属近森診療所大阪市西成区岸里一丁目３番２４常　勤:    1長　近森　淳二 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429833-05619 はせがわ整形外科 〒557-0034 06-6652-8509長谷川　秀太 長谷川　秀太 平13. 9. 1整外 リハ 診療所
     大阪市西成区松一丁目２番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429933-05668 眼科足立クリニック 〒557-0044 06-6661-1100足立　和己 足立　和己 平14. 3. 1眼   診療所
     大阪市西成区玉出中二丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号ＨＫビル４階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430033-05676 医療法人生樹会　渡辺〒557-0014 06-6661-6318医療法人生樹会　理事仁木　洋子 平14. 1. 1一般        50病院
     病院 大阪市西成区天下茶屋一丁目１５常　勤:    3長　仁木　稔 組織変更 内   心内 消  現存
     番１号 (医       3) 平26. 1. 1アレ 整外 精  
     非常勤:   15 循   
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430133-05692 医療法人ダイワ会　大〒557-0025 06-6632-6181医療法人ダイワ会　理田中　一穗 平14. 6. 1一般       143病院
     和中央病院 大阪市西成区長橋一丁目２番７号常　勤:    9事長　中村　佳照 移転 療養        84現存
     (医       9) 平26. 6. 1内   神内 外  
     非常勤:   17 整外 脳外 心外
     (医      17) 呼外 循   放  
     精   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430233-05700 医療法人希望の道　大〒557-0031 06-6561-3463医療法人希望の道　理大村　卓也 平14. 7. 1内   消   放  診療所
     村医院 大阪市西成区鶴見橋三丁目４番２常　勤:    1事長　大村　卓也 組織変更 現存
     ０号 (医       1) 平26. 7. 1
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 430333-05718 医療法人嘉健会　思温〒557-0034 06-6657-3711医療法人嘉健会　理事竹内　麦穗 平14. 7. 1一般        60病院
     病院 大阪市西成区松一丁目１番３１号常　勤:    9長　狹間　研至 組織変更 療養       120現存
     (医       9) 平26. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   43 胃   ひ   リハ
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430433-05742 愛聖クリニック 〒557-0045 06-6659-2027新井　忠良 新井　忠良 平14. 9. 1内   外   診療所
     大阪市西成区玉出西二丁目３番２常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430533-05775 芝医院 〒557-0004 06-6641-7860芝　雅彦 芝　雅彦 平14.12. 1内   循   消  診療所
     大阪市西成区萩之茶屋二丁目５番常　勤:    1 継承 リハ 現存
     ５号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430633-05791 古志医院 〒557-0044 06-6661-3757古志　武彦 古志　武彦 平15. 2. 1内   循   リハ診療所
     大阪市西成区玉出中一丁目７番７常　勤:    1 移転 小   現存
     号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430733-05825 佐藤医院 〒557-0051 06-6659-6237佐藤　成 佐藤　成 平15. 4. 2内   外   皮  診療所
     大阪市西成区橘三丁目３番２８号常　勤:    1 継承 ひ   現存
     (医       1) 平27. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430833-05866 千住泌尿器科クリニッ〒557-0045 06-6655-6377千住　將明 千住　將明 平15. 8. 1ひ   診療所
     ク 大阪市西成区玉出西二丁目６番６常　勤:    1 新規 現存
     号シェルコンプレックス玉出ビル(医       1) 平27. 8. 1
     ３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430933-05874 田端医院 〒557-0011 06-4398-3535田端　晃博 田端　晃博 平15. 9. 1内   胃   皮  診療所
     大阪市西成区天下茶屋東二丁目１常　勤:    2 新規 アレ 現存
     １番５号 (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431033-05882 イワタ医院 〒557-0014 06-6661-8525岩田　以津子 岩田　以津子 平15. 8. 1一般         3診療所
     大阪市西成区天下茶屋二丁目２３常　勤:    2 継承 産婦 内   小  現存
     番５号 (医       2) 平27. 8. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431133-05916 医療法人裕登会　たぞ〒557-0041 06-6652-7722医療法人裕登会　理事田添　裕康 平15.10. 1精   神   心内診療所
     え診療所 大阪市西成区岸里二丁目３番４号常　勤:    1長　田添　裕康 移転 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431233-05924 医療法人幸久会　たけ〒557-0044 06-6655-3055医療法人幸久会　理事竹中　稔幸 平16. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     なか整形外科クリニッ大阪市西成区玉出中二丁目１５番常　勤:    1長　竹中　稔幸 組織変更 現存
     ク ２１号ＨＫビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
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 431333-05957 医療法人幸裕会　山下〒557-0015 06-6653-2883医療法人幸裕会　理事山下　裕一 平16. 3. 1内   神内 放  診療所
     クリニック 大阪市西成区花園南二丁目７番８常　勤:    1長　山下　裕一 移転 リハ 現存
     号泰山第１ビル１階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431433-05973 医療法人　ばばやクリ〒557-0045 06-6652-9050医療法人ばばやクリニ馬場谷　勝 平16. 7. 1ひ   診療所
     ニック 大阪市西成区玉出西一丁目６番７常　勤:    1ック　理事長　馬場谷 組織変更 現存
     号玉出プラザ１階 (医       1)　勝廣 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431533-05981 医療法人晃柾会　里見〒557-0055 06-6655-6675医療法人晃柾会　理事里見　文男 平16. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市西成区千本南一丁目３番２常　勤:    1長　里見　文男 組織変更 現存
     号タイホウスクエアビル３階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431633-05999 藤田記念病院 〒557-0025 06-6567-0881藤田　淸司 藤田　淸司 平16.10. 1一般        60病院
     大阪市西成区長橋三丁目６番４５常　勤:    5 継承 療養       139現存
     号 (医       5) 平28.10. 1内   外   整外
     非常勤:   18 放   皮   
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431733-06013 医療法人松乃会　やす〒557-0011 06-6659-0112医療法人松乃会　理事松村　龍一 平17. 1. 1内   外   整外診療所
     らぎクリニック 大阪市西成区天下茶屋東二丁目１常　勤:    1長　松村　龍一 組織変更 リハ 放   現存
     ４番３４号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431833-06021 医療法人陽向会　小林〒557-0044 06-6652-6266医療法人陽向会　理事小林　與市 平17. 1. 1皮   アレ 診療所
     皮膚科 大阪市西成区玉出中二丁目１４番常　勤:    1長　小林　與市 組織変更 現存
     ２４号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431933-06039 医療法人慧讃会　吉田〒557-0044 06(6658)0321医療法人慧讃会　理事吉田　正夫 平17. 1. 1内   呼   アレ診療所
     内科医院 大阪市西成区玉出中二丁目１２番常　勤:    1長　吉田　正夫 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ４号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432033-06047 はまだ小児科 〒557-0042 06-6653-5285濵田　実保 濵田　実保 平17. 7. 1小   診療所
     大阪市西成区岸里東二丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432133-06062 医療法人　理仁会　二〒557-0014 06-6656-2234医療法人　理仁会　理二木　理人 平17. 7. 1整外 リハ 放  診療所
     木整形外科 大阪市西成区天下茶屋三丁目２０常　勤:    1事長　二木　理人 組織変更 現存
     番１７号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 432233-06104 くろかわ診療所 〒557-0031 06-6646-1155黒川　渡 黒川　渡 平17.12. 1内   心内 診療所
     大阪市西成区鶴見橋一丁目６番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432333-06120 医療法人山野会　山野〒557-0032 06-6636-7670医療法人山野会　理事山野　勝也 平18. 1. 1眼   診療所
     眼科 大阪市西成区旭一丁目５番４号　常　勤:    1長　山野　勝也 組織変更 現存
     山野ビル１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432433-06146 医療法人隅本会　隅本〒557-0053 06-6651-1551医療法人隅本会　理事隅本　勉 平18. 1. 1内   小   循  診療所
     医院 大阪市西成区千本北二丁目３２番常　勤:    1長　隅本　勉 組織変更 現存
     ３５号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432533-06161 猪木産婦人科 〒557-0032 06-6641-0162猪木　千春 猪木　千春 平18. 4. 1一般         1診療所
     大阪市西成区旭一丁目１番３号 常　勤:    1 継承 産婦 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432633-06179 医療法人　志世会　浅〒557-0052 06-4398-3900医療法人　志世会　理浅井　尚志 平18. 7. 1内   循   呼  診療所
     井クリニック 大阪市西成区潮路一丁目１０番２常　勤:    1事長　浅井　尚志 組織変更 アレ リハ 現存
     ２号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432733-06187 医療法人　靖英会　玉〒557-0002 06-6641-1933医療法人　靖英会　理玉井　徹 平18. 7. 1内   小   皮  診療所
     井クリニック 大阪市西成区太子二丁目３番１１常　勤:    1事長　玉井　徹 組織変更 リハ 消   現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432833-06203 田矢耳鼻咽喉科 〒557-0041 06-6658-5001医療法人　クリニック田矢　直三 平18. 8. 1耳い 診療所
     大阪市西成区岸里一丁目４番２３常　勤:    1石田　理事長　石田　 新規 現存
     号 (医       1)稔 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432933-06229 医療法人　光祐会　み〒557-0041 06-6659-3366医療法人　光祐会　理三浦　光也 平19. 1. 1整外 リハ 診療所
     うらクリニック 大阪市西成区岸里二丁目３番４号常　勤:    1事長　三浦　光也 組織変更 現存
     裕登ビル１Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433033-06237 山中医院 〒557-0043 06-6661-5047久保　 史 久保　 史 平19. 1. 1内   小   胃  診療所
     大阪市西成区玉出東一丁目１０番常　勤:    2 継承 放   現存
     ２５号 (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433133-06245 腎・泌尿器科安本クリ〒557-0041 06-6658-1182安本　亮二 安本　亮二 平19. 3. 1ひ   診療所
     ニック 大阪市西成区岸里一丁目１番４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
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 433233-06252 医療法人　ひらい医院〒557-0051 06-6661-3789医療法人ひらい医院　平井　崇 平19. 3. 1内   胃   診療所
     大阪市西成区橘三丁目４番６号 常　勤:    1理事長　平井　崇 移転 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433333-06260 美濃クリニック 〒557-0044 06-6655-5218美濃　和人 美濃　和人 平19. 5. 1内   消   呼  診療所
     大阪市西成区玉出中一丁目４番１常　勤:    1 新規 小   現存
     ７号東宝ビル１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433433-06278 二木医院 〒557-0014 06-6661-2987二木　賀子 二木　賀子 平19. 3.29内   小   皮  診療所
     大阪市西成区天下茶屋二丁目１２常　勤:    1 継承 現存
     番１号 (医       1) 平25. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433533-06286 杉山耳鼻咽喉科 〒557-0033 06-6661-3105杉山　視夫 杉山　視夫 平19. 6. 1耳い 診療所
     大阪市西成区梅南一丁目２番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433633-06310 医療法人槐樹会　こす〒557-0002 06-6634-2100医療法人槐樹会　理事小菅　貴彦 平19. 7. 1内   外   整外診療所
     がクリニック 大阪市西成区太子一丁目１４番５常　勤:    1長　小菅　貴彦 組織変更 リハ 放   現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433733-06336 医療法人錦彩会　にし〒557-0031 06-6641-3387医療法人錦彩会　理事錦織　吉郎 平19. 7. 1耳い アレ 内  診療所
     きおりクリニック 大阪市西成区鶴見橋一丁目４番３常　勤:    1長　錦織　吉郎 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433833-06377 医療法人一心会　なが〒557-0041 06-6658-0800医療法人一心会　理事長手　信雄 平20. 1. 1内   小   診療所
     てクリニック 大阪市西成区岸里一丁目１番４号常　勤:    1長　長手　信雄 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433933-06385 医療法人満領会　画像〒557-0001 06-6635-1321医療法人満領会　理事松下　正樹 平20. 5. 1放   診療所
     診断クリニック 大阪市西成区山王一丁目８番３号常　勤:    1長　有田　繁広 新規 現存
     ドゥスプランドゥール３階 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434033-06427 春光会クリニック 〒557-0001 06-4396-6043医療法人春光会　理事和倉　隆造 平20. 9. 1内   整外 放  診療所
     大阪市西成区山王一丁目８番３号常　勤:    1長　和倉　隆造 新規 神   皮   リハ現存
     ドゥスプランドゥール１階 (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 434133-06435 岩本医院 〒557-0052 06-6661-1806岩本　崇 岩本　崇 平20.10. 1内   小   外  診療所
     大阪市西成区潮路二丁目４番３５常　勤:    2 継承 整外 現存
     号 (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434233-06443 医療法人さなす会　佐〒557-0052 06-6658-3066医療法人さなす会　理佐々木　崇 平21. 1. 1内   整外 皮  診療所
     々木診療所 大阪市西成区潮路一丁目１０番３常　勤:    2事長　佐々木　伸一 組織変更 現存
     号南米ビル１階 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434333-06476 医療法人槐樹会　ふれ〒557-0004 06-6631-0100医療法人槐樹会　理事安田　誠一郎 平21. 5. 1内   外   整外診療所
     あいクリニック 大阪市西成区萩之茶屋三丁目８番常　勤:    1長　小菅　貴彦 新規 リハ 放   リウ現存
     １３号 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434433-06492 社会医療法人景岳会　〒557-0063 06-6654-2266社会医療法人景岳会　鈴木　栄太郎 平21.12. 1内   診療所
     南大阪クリニック 大阪市西成区南津守七丁目１４番常　勤:    2理事長　飛田　忠之 新規 現存
     ３２号 (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434533-06500 医療法人杏樹会　杏林〒557-0014 06-6652-5111医療法人杏樹会　理事島田　和典 平22. 1. 1一般       120病院
     記念病院 大阪市西成区天下茶屋一丁目１８常　勤:    6長　小菅　貴彦 組織変更 内   外   消  現存
     番２４号 (医       6) 平28. 1. 1放   リハ ひ  
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434633-06526 医療法人　赤木医院 〒557-0055 06-6651-2350医療法人赤木医院　理赤木　利彰 平22. 1. 1内   小   皮  診療所
     大阪市西成区千本南一丁目２番２常　勤:    1事長　赤木　利彰 組織変更 現存
     ０号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434733-06534 医療法人裟貴会　田口〒557-0033 06-6659-8338医療法人裟貴会　理事田口　 康 平22. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     クリニック 大阪市西成区梅南一丁目２番４号常　勤:    1長　田口　 康 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434833-06583 栗林クリニック 〒557-0062 06-6561-0852栗林　美華子 栗林　美華子 平22.12. 1内   呼内 リハ診療所
     大阪市西成区津守一丁目４番１５常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 434933-06609 はじめかい診療所 〒557-0003 06-6647-7320社会福祉法人一会　理吉川　眞由美 平23. 4. 1内   診療所
     大阪市西成区天下茶屋北２丁目４常　勤:    1事長　本田　廣明 新規 現存
     番７号特別養護老人ホーム　ロー(医       1) 平29. 4. 1
     ズ１Ｆ 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435033-06617 医療法人恭順会　のぞ〒557-0045 06-6652-8300医療法人恭順会　理事藤山　吉更 平23. 4. 1内   精   心内診療所
     みクリニック玉出院 大阪市西成区玉出西二丁目６番７常　勤:    2長　石田　昭彦 新規 眼   耳い 現存
     号Ｒｉｎｏ玉出ビル３階 (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435133-06633 松本眼科 〒557-0041 06-6616-7534松本　吉章 松本　吉章 平23. 7. 1眼   診療所
     大阪市西成区岸里１丁目１番４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435233-06641 医療法人　森本整形外〒557-0032 06-6631-6171医療法人　森本整形外森本　清一 平23. 7. 1整外 リハ 診療所
     科 大阪市西成区旭一丁目８番１号 常　勤:    1科　理事長　森本　清 組織変更 現存
     (医       1)一 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435333-06658 社会医療法人明生会　〒557-0002 06-6649-0247社会医療法人明生会　三宮　祐一 平23. 9. 1内   診療所
     明生会クリニック 大阪市西成区太子二丁目２番１８常　勤:    1理事長　佐藤　利行 新規 現存
     号タイシ第一ビル (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435433-06666 医療法人植田会　天下〒557-0014 06-6661-5511医療法人植田会　理事東　俊子 平23.10. 1皮   診療所
     茶屋皮フ科診療所 大阪市西成区天下茶屋三丁目１９常　勤:    1長　大門　位守 組織変更 現存
     番２１号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435533-06682 医療法人山紀会　クリ〒557-0041 06-6659-0030医療法人山紀会　理事米満　隼臣 平24. 1. 1内   診療所
     ニックはるか 大阪市西成区岸里２丁目６番９号常　勤:    1長　山本　時彦 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435633-06690 医療法人友広会　整形〒557-0014 06-6655-3456医療法人友広会　理事鞆　浩康 平24. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     外科ひろクリニック 大阪市西成区天下茶屋三丁目２６常　勤:    1長　鞆　浩康 移転 現存
     番１６号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 435733-06708 医療法人植田会　あさ〒557-0032 06-6645-6655医療法人植田会　理事大門　位守 平24. 3. 1内   皮   ひ  診療所
     ひ診療所 大阪市西成区旭１－１１－１０ 常　勤:    1長　大門　位守 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435833-06716 くにしげレディースク〒557-0014 06-6655-5855國重　陽子 國重　陽子 平24. 4. 1婦   産   内  診療所
     リニック 大阪市西成区天下茶屋３－１８－常　勤:    1 新規 ひ   現存
     １６グランドメゾン１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435933-06732 大阪きづがわ医療福祉〒557-0034 06-6659-1010大阪きづがわ医療福祉大里　光伸 平24. 4. 1内   小   整外診療所
     生活協同組合　西成民大阪市西成区松２丁目１番７号 常　勤:    2生活協同組合　理事長 組織変更 婦   放   リハ現存
     主診療所 (医       2)　別所　義正 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436033-06757 加納診療所 〒557-0013 06-6115-8676加納　壽之 加納　壽之 平24. 7. 1消   内   外  診療所
     大阪市西成区天神ノ森１丁目１２常　勤:    2 継承 リハ 現存
     番２２号 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436133-06765 田中胃腸内科 〒557-0041 06-6661-1970田中　晃 田中　晃 平24. 6.28内   消   外  診療所
     大阪市西成区岸里２－８－７ 常　勤:    1 継承 こう 現存
     (医       1) 平30. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436233-06799 医療法人　吉治会　斉〒557-0014 06-6661-5398医療法人　吉治会　理齊藤　真弓 平25. 1. 1内   循   消  診療所
     藤医院 大阪市西成区天下茶屋３丁目１８常　勤:    1事長　齊藤　真弓 組織変更 現存
     番２５号 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436333-06815 医療法人　永和会　コ〒557-0041 06-6115-6210医療法人　永和会　理川口　尚子 平25. 7. 1精   心内 診療所
     スモスクリニック 大阪市西成区岸里１丁目１番４号常　勤:    1事長　南川　永夫 移転 現存
     南海天下茶屋駅南高架下医療モー(医       1) 平25. 7. 1
     ル　テモ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436433-06823 医療法人　仙豆会　い〒557-0032 06-6633-1110医療法人　仙豆会　理小山　武俊 平25. 7. 1内   整外 リハ診療所
     こいクリニック 大阪市西成区旭１丁目４番３号さ常　勤:    1事長　若見　朋晃 組織変更 皮   精   心内現存
     んさん花園１階・２階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   483 頁

 436533-06831 神崎クリニック 〒557-0031 06-6635-0870神﨑　直城 神﨑　直城 平25. 9. 1内   外   放  診療所
     大阪市西成区鶴見橋１－６－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436633-06872 そえじまクリニック 〒557-0045 06-7171-3322副島　清史 副島　清史 平25.12. 1心内 精   診療所
     大阪市西成区玉出西２丁目６番地常　勤:    1 新規 現存
     ６号シェルコンプレックス玉出ビ(医       1) 平25.12. 1
     ル５階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436733-06880 医療法人　信道会　櫟〒557-0014 06-6661-4532医療法人　信道会　理櫟原　健吾 平26. 1. 1耳い 診療所
     原医院 大阪市西成区天下茶屋２丁目７番常　勤:    2事長　櫟原　健吾 移転 現存
     ９号 (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436833-06898 難波医院 〒557-0052 06-6651-1037難波　俊司 難波　俊司 平26. 3. 1内   小   放  診療所
     大阪市西成区潮路１丁目４番３７常　勤:    1 移転 循   現存
     号 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436933-06914 医療法人趙洲会　趙診〒557-0033 06-6655-6660医療法人趙洲会　理事趙　栄吉 平26. 4. 1内   外   リハ診療所
     療所 大阪市西成区梅南二丁目５番１７常　勤:    1長　趙　栄吉 移転 現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437033-06922 ツルミ診療所 〒557-0025 06-6568-6131社会福祉法人　ヒュー阪本　寛之 平26. 4. 1内   小   ひ  診療所
     大阪市西成区長橋２丁目５番２９常　勤:    2マンライツ福祉協会　 組織変更 整外 リハ 精  現存
     号 (医       2)理事長　摺木　利幸 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437133-06930 医療法人芳人会　山中〒557-0043 06-6661-3075医療法人芳人会　理事杦岡　芳江 平26. 7. 1眼   診療所
     眼科 大阪市西成区玉出東二丁目３番３常　勤:    1長　杦岡　芳江 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437233-06948 医療法人亀寿会　赤松〒557-0042 06-6661-2822医療法人亀寿会　理事赤松　浩治 平26.11. 1内   消   皮  診療所
     内科 大阪市西成区岸里東二丁目１５番常　勤:    1長　亀岡　慶一 新規 精   現存
     １１号 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 437333-06955 医療法人桃花会　滝山〒557-0034 06-6654-3721医療法人桃花会　理事滝瀬　博仁 平27. 7. 1内   整外 循  診療所
     医院 大阪市西成区松３丁目１番５号 常　勤:    1長　滝瀬　博仁 組織変更 呼内 消   リウ休止
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437433-06963 大阪市西成区保健福祉〒557-0002 06-6632-2600大阪市長　吉村　洋文松本　健二 平27. 8. 1内   診療所
     センター分館 大阪市西成区太子１丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437533-06971 岡島クリニック 〒557-0053 06-6651-4120岡島　愛 岡島　愛 平28. 1. 1内   外   整外診療所
     大阪市西成区千本北２丁目６番１常　勤:    1 新規 皮   現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437633-06989 光診療所 〒557-0004 06-6633-1680社会福祉法人功徳会　頼經　元 平28. 3. 1内   診療所
     大阪市西成区萩之茶屋１丁目２番常　勤:    1理事長　江原　睦泰 新規 現存
     ５号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437733-06997 まちかど診療所 〒557-0031 06-4396-2277西川　正悟 西川　正悟 平28. 5. 1内   脳内 診療所
     大阪市西成区鶴見橋１－１７－３常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437833-07003 医療法人つばさ会　つ〒557-0045 06-6653-6611医療法人つばさ会　理原　正浩 平28. 9. 1一般        18診療所
     ばさクリニック 大阪市西成区玉出西二丁目１４番常　勤:    2事長　丸山　裕之 移転 内   整外 リハ現存
     １８号 (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437933-07029 医療法人天方会　ＡＭ〒557-0055 06-4398-1127医療法人天方会　理事乾　之治 平29. 3. 1内   診療所
     ＡＣｌｉｎｉｃ岸ノ里大阪市西成区千本南一丁目３番２常　勤:    1長　天方　義人 新規 現存
     院 号タイホウスクエア２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438033-07037 森本診療所 〒557-0055 06-6659-5555森本　洋一 森本　洋一 平29. 1. 1内   外   整外診療所
     大阪市西成区千本南１－２３－２常　勤:    1 移転 リハ 現存
     ４ウィングス２１　１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438133-07045 天下茶屋あみ皮フ科ク〒557-0041 06-6115-6665山田　貴博 山田　貴博 平29. 6. 1皮   アレ 診療所
     リニック 大阪市西成区岸里１丁目１番４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 438233-07052 医療法人純和会　竹本〒557-0053 06-6661-0439医療法人純和会竹本診八木　純 平29. 8. 1内   外   整外診療所
     診療所 大阪市西成区千本北二丁目３１番常　勤:    1療所　理事長　八木　 移転 小   皮   精  現存
     １号 (医       1)純 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438333-07060 倉知内科 〒557-0016 06-6631-2991倉知　大 倉知　大 平30. 1. 1内   呼内 診療所
     大阪市西成区花園北二丁目１３番常　勤:    1 継承 現存
     ７号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438434-00022 市立藤井寺市民病院 〒583-0012 072-939-7031藤井寺市長　國下　和内本　定彦 昭32. 7. 1一般        98病院
     藤井寺市道明寺二丁目７番３号 常　勤:   18男 内   消   外  現存
     (医      18) 平29. 7. 1整外 小   リハ
     非常勤:    7 放   麻   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438534-01335 賀光寮診療所 〒583-0024 072-955-0653社会福祉法人賀光会　十川　佳史 昭48. 5. 1内   診療所
     藤井寺市藤井寺４－１１－８ 常　勤:    1理事長　梶本　徳彦 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438634-01343 宮原内科医院 〒583-0017 0729(53)5387宮原　淳 宮原　淳 昭48. 7. 1内   小   循  診療所
     藤井寺市藤ケ丘２－２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438734-01541 辰巳医院 〒583-0027 0729-39-8081辰巳　茂人 辰巳　茂人 昭56. 9. 1内   小   診療所
     藤井寺市岡一丁目１２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438834-01624 藤井寺市立保健センタ〒583-0033 0729-39-7194藤井寺市長　國下　和藤本　恭平 昭61. 5. 1内   小   歯  診療所
     (34-61624 ) ー 藤井寺市小山９丁目４番３３号 常　勤:    1男 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438934-01640 医療法人　藤田内科医〒583-0027 072-954-7707医療法人藤田内科医院藤田　一誠 昭62. 1. 1内   呼   循  診療所
     院 藤井寺市岡二丁目２番２６号岡本常　勤:    1　理事長　藤田　一誠 組織変更 現存
     ビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439034-01665 医療法人　いずみ会　〒583-0033 0729(55)2111医療法人いずみ会　理内本　和晃 昭63. 1. 1外   内   診療所
     内本外科内科診療所 藤井寺市小山５－１－１０ 常　勤:    2事長　内本　和晃 新規 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 439134-01673 社会福祉法人みささぎ〒583-0024 0729-52-0008社会福祉法人みささぎ坂戸　純也 昭63.11. 1内   精   リハ診療所
     会　藤井寺特別養護老藤井寺市藤井寺四丁目１１番７号常　勤:    1会　理事長　奥田　益 新規 現存
     人ホーム診療所 (医       1)弘 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439234-01715 久保医院 〒583-0011 0729(55)1220久保　博重 久保　博重 昭64. 1. 1内   循   小  診療所
     藤井寺市澤田四丁目５番１２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439334-01756 タケダヤ整形外科 〒583-0027 0729-39-1490竹田谷　寛 竹田谷　寛 平元.10. 1整外 リウ リハ診療所
     藤井寺市岡一丁目５番３６号ロー常　勤:    1 新規 現存
     ザンヌ丘１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439434-01798 医療法人　永井医院 〒583-0008 072-955-4993医療法人　永井医院　永井　裕 平 3. 1. 1内   小   アレ診療所
     藤井寺市大井四丁目１６番１７号常　勤:    1理事長　永井　裕 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439534-01806 眞銅耳鼻咽喉科医院 〒583-0026 072-955-4633眞銅　昌二郎 眞銅　昌二郎 平 3. 1. 1耳い 診療所
     藤井寺市春日丘二丁目１２番１２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439634-01848 医療法人　元村医院 〒583-0026 0729-55-0240医療法人元村医院　理元村　卓嗣 平 4. 1. 1内   小   診療所
     藤井寺市春日丘一丁目３番１６号常　勤:    1事長　元村　卓嗣 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439734-01871 医療法人　鳥居医院 〒583-0017 072-955-0268医療法人　鳥居医院　鳥居　裕一朗 平 5. 7. 1内   胃   小  診療所
     藤井寺市藤ケ丘一丁目１２番１６常　勤:    1理事長　鳥居　裕一朗 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439834-01913 好老会診療所 〒583-0005 0729-52-3788社会福祉法人好老会　北村　哲也 平 6. 5. 1内   リハ 診療所
     藤井寺市惣社２丁目５番１５号 常　勤:    1理事長　西野　有次 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439934-01962 久志本クリニック 〒583-0027 0729-53-7999久志本　東 久志本　東 平 7. 2. 1形外 皮   診療所
     藤井寺市岡一丁目５番３５号スリ常　勤:    1 移転 現存
     ーエイトビル３階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 440034-01996 医療法人　白江医院 〒583-0008 0729-55-0545医療法人　白江医院　白江　淳郎 平 7. 7. 1内   小   麻  診療所
     藤井寺市大井五丁目６番３４号 常　勤:    2理事長　白江　淳郎 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440134-02036 酒井外科内科医院 〒583-0036 0729-52-8834酒井　一雄 酒井　一雄 平 7.12. 1内   胃   外  診療所
     藤井寺市恵美坂二丁目３番３１号常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440234-02051 数尾診療所 〒583-0033 072-955-4768數尾　展 數尾　展 平 8. 9. 1内   外   診療所
     藤井寺市小山二丁目１番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440334-02077 藤本眼科 〒583-0021 0729-52-2131藤本　恭平 藤本　恭平 平 9. 2. 1眼   診療所
     藤井寺市御舟町４番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440434-02101 医療法人平成会　平松〒583-0024 072-955-8881医療法人平成会　平松平松　惠三 平 9. 4. 1一般         9診療所
     産婦人科クリニック 藤井寺市藤井寺一丁目６番１号 常　勤:    1産婦人科クリニック　 移転 産婦 麻   内  療養病床
     (医       1)理事長　平松　惠三 平30. 4. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440534-02119 医療法人ラポール会　〒583-0014 0729-53-1211医療法人　ラポール会牧野　泰博 平 9. 7. 1一般        50病院
     (34-62119 ) 青山病院 藤井寺市野中四丁目１６番２５号常　勤:   13　理事長　牧野　泰博 組織変更 療養        75療養病床
     (医      11) 平24. 7. 1内   消   外  現存
     (歯       2) 脳外 ひ   整外
     非常勤:   32 皮   耳い リハ
     (医      27) 放   歯   小歯
     (歯       5) 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440634-02135 医療法人清正会　清水〒583-0012 0729-55-1206医療法人清正会　理事清水　稔 平10. 1. 1内   呼   循  診療所
     医院 藤井寺市道明寺二丁目５番２９号常　勤:    2長　清水　稔 組織変更 放   リハ 小  現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440734-02143 医療法人　葭矢皮膚科〒583-0024 0729-38-1830医療法人葭矢皮膚科医葭矢　信弘 平10. 1. 1皮   診療所
     医院 藤井寺市藤井寺一丁目１９番５号常　勤:    2院　理事長　葭矢　信 組織変更 現存
     (医       2)弘 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440834-02168 医療法人松青会　松田〒583-0027 072-939-4307医療法人松青会　理事松田　勝 平11. 3. 1内   呼   循  診療所
     医院 藤井寺市岡二丁目１２番３６号 常　勤:    1長　松田　勝 組織変更 消   外   整外現存
     (医       1) 平29. 3. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
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 440934-02184 医療法人　園部医院 〒583-0012 072-937-2600医療法人　園部医院　園部　鳴海 平11. 7. 1外   胃   放  診療所
     藤井寺市道明寺二丁目１０番５号常　勤:    2理事長　園部　鳴海 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441034-02192 医療法人　船内クリニ〒583-0024 072-955-0678医療法人　船内クリニ船内　洋司 平12. 1. 1産婦 内   小  診療所
     ック 藤井寺市藤井寺一丁目９番８号 常　勤:    1ック　理事長　船内　 組織変更 現存
     (医       1)洋司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441134-02226 黒川クリニック 〒583-0002 0729-31-0800黒川　 彦 黒川　 彦 平12.11. 1整外 内   リハ診療所
     藤井寺市北條町３番７号ハンナン常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441234-02242 松山外科診療所 〒583-0009 0729-38-2323松宮　誉典 松宮　誉典 平13. 4. 1外   整外 放  診療所
     藤井寺市西大井一丁目４６５の１常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441334-02259 好老会第２診療所 〒583-0005 0729-30-3788社会福祉法人好老会　内本　正 平13. 8. 1内   リハ 診療所
     藤井寺市惣社二丁目６番１７号 常　勤:    1理事長　西野　有次 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441434-02267 白川医院 〒583-0036 0729-55-0703白川　親 白川　親 平13.11. 1内   小   診療所
     藤井寺市恵美坂一丁目１２番１４常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441534-02283 医療法人青山会　橋塚〒583-0014 0729-37-0100医療法人青山会　理事松井　甲三 平14. 1. 1小   診療所
     松井小児科 藤井寺市野中四丁目１６番３２号常　勤:    2長　橋塚　省三 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441634-02291 きしだ内科 〒583-0016 072-955-8220岸田　卓也 岸田　卓也 平14. 4. 1内   小   診療所
     藤井寺市陵南町５番２６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441734-02325 特別養護老人ホームつ〒583-0033 0729-53-0248社会福祉法人　みささ數尾　展 平14.11. 1内   外   放  診療所
     どうホール診療所 藤井寺市小山三丁目１５１番地の常　勤:    1ぎ会　理事長　奥田　 新規 リハ 精   現存
     １ (医       1)益弘 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441834-02374 竹口クリニック 〒583-0033 0729-30-5600竹口　輝彦 竹口　輝彦 平15.12. 1整外 リウ リハ診療所
     藤井寺市小山一丁目１番１号エス常　勤:    1 新規 内   現存
     ト・エム１階 (医       1) 平27.12. 1
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 441934-02408 医療法人仁真会　藤井〒583-0026 0729-31-3040医療法人仁真会　理事前川　きよし 平16. 7. 1ひ   診療所
     寺白鷺クリニック 藤井寺市春日丘二丁目１１番２号常　勤:    1長　山川　智之 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442034-02424 はまぐち内科クリニッ〒583-0027 0729-31-2727濱口　智幸 濱口　智幸 平16.11. 1内   呼   消  診療所
     ク 藤井寺市岡二丁目８番４６号アコ常　勤:    1 新規 現存
     ール・アン２階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442134-02432 医療法人真貴会　池田〒583-0024 0729-55-0720医療法人真貴会　理事池田　貴 平16.11. 1内   胃   循  診療所
     医院 藤井寺市藤井寺二丁目５番２０号常　勤:    1長　池田　貴 移転 小   皮   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442234-02457 ふじまる小児科医院 〒583-0007 0729-53-6222藤丸　睦子 藤丸　睦子 平17. 1. 1小   診療所
     藤井寺市林五丁目７番地２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442334-02499 森川医院 〒583-0027 0729-39-5888森川　献志漢 森川　献志漢 平17. 4. 1整外 リハ 診療所
     藤井寺市岡二丁目１番６０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442434-02507 おおかわ整形外科クリ〒583-0012 0729-45-2345大川　得太郎 大川　得太郎 平17. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 藤井寺市道明寺六丁目１２番３４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442534-02515 桐田こころのクリニッ〒583-0026 0729-37-9255桐田　育浩 桐田　育浩 平17. 8. 1心内 神   精  診療所
     ク 藤井寺市春日丘一丁目２番３８号常　勤:    1 新規 現存
     　春日丘ビル３階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442634-02531 しかたクリニック 〒583-0027 072-937-2759四方　一 四方　一 平17.11. 1内   小   診療所
     藤井寺市岡一丁目１５番２９号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442734-02549 医療法人三晴会　なが〒583-0027 072-931-5561医療法人三晴会　理事長井　曜子 平18. 1. 1心内 精   診療所
     いクリニック 藤井寺市岡二丁目９番１７号竹村常　勤:    1長　長井　曜子 組織変更 現存
     第２ビル３階、４階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442834-02556 医療法人啓桜会　たか〒583-0027 072-952-3387医療法人啓桜会　理事髙野　啓江 平19. 7. 1耳い 診療所
     の耳鼻咽喉科 藤井寺市岡一丁目５番３５号スリ常　勤:    1長　髙野　啓江 組織変更 現存
     ーエイトビル１階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 442934-02564 医療法人春生会　北村〒583-0034 072-938-1700医療法人春生会　理事北村　篤 平19. 7. 1内   外   整外診療所
     外科内科クリニック 藤井寺市小山藤の里町１４番３７常　勤:    1長　北村　篤 組織変更 皮ひ 胃   こう現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443034-02614 医療法人　浩清会　ナ〒583-0017 072-953-0666医療法人浩清会　理事縄田　浩行 平20. 7. 1内   消   呼内診療所
     ワタクリニック 藤井寺市藤ヶ丘二丁目１０番１３常　勤:    3長　縄田　浩行 組織変更 心内 現存
     号藤ヶ丘メディカルビル１階 (医       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443134-02622 ふきのクリニック 〒583-0035 0729-68-8851吹野　治 吹野　治 平20.10. 1内   心内 アレ診療所
     藤井寺市北岡一丁目８番３６号 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443234-02630 森川眼科 〒583-0027 072-936-3511森川　典子 森川　典子 平21. 7. 1眼   診療所
     藤井寺市岡二丁目１番６０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443334-02648 医療法人ラポール会　〒583-0014 072-937-0012医療法人ラポール会　田 　英紀 平21. 9. 1一般        50病院
     田辺脳神経外科病院 藤井寺市野中二丁目９１番地 常　勤:    8理事長　牧野　泰博 新規 脳外 神内 現存
     (医       8) 平27. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443434-02655 くろだ内科クリニック〒583-0012 072-936-8810黒田　有子 黒田　有子 平21. 9. 1内   循   診療所
     藤井寺市道明寺五丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443534-02663 医療法人　弘仁会　可〒583-0017 072-955-1847医療法人　弘仁会　理可兒　佳代子 平21. 8. 1内   小   診療所
     児医院 藤井寺市藤ケ丘二丁目１０番２号常　勤:    1事長　可兒　弘行 移転 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443634-02671 医療法人　長崎医院 〒583-0027 072-955-7070医療法人長崎医院　理長﨑　雄二 平21.10. 1内   診療所
     藤井寺市岡二丁目１番４号 常　勤:    1事長　長﨑　雄二 移転 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443734-02689 松田クリニック 〒583-0007 072-931-5551松田　勉 松田　勉 平22. 6. 1内   外   リハ診療所
     藤井寺市林三丁目３番９号 常　勤:    2 移転 耳い 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 443834-02697 医療法人　ときよしク〒583-0026 072-952-8607医療法人　ときよしク時吉　浩司 平22. 7. 1脳外 神内 診療所
     リニック 藤井寺市春日丘一丁目９番１号 常　勤:    1リニック　理事長　時 組織変更 現存
     (医       1)吉　浩司 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443934-02705 医療法人敬任会　藤井〒583-0036 072-930-0222医療法人敬任会　理事山原　英樹 平22. 9. 1内   透析 診療所
     寺敬任会クリニック 藤井寺市恵美坂一丁目２番３号 常　勤:    2長　岡　貴史 移転 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444034-02721 医療法人　清水眼科 〒583-0007 072-936-7711医療法人　清水眼科　清水　尚子 平23. 7. 1眼   小   診療所
     藤井寺市林５丁目７番２９号ＫＭ常　勤:    1理事長　清水　尚子 組織変更 現存
     土師ノ里メディカルビル２Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444134-02747 今井眼科 〒583-0017 072-959-3230今井　清美 今井　清美 平24. 8. 1眼   診療所
     藤井寺市藤ケ丘１丁目１３番９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444234-02754 医療法人　敬任会　藤〒583-0007 072-936-3370医療法人　敬任会　理宮里　研郎 平25. 6. 1内   他   診療所
     井寺敬任会クリニック藤井寺市林２丁目６番２１号 常　勤:    1事長　岡　貴史 新規 現存
     　分院 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444334-02762 医療法人　田中耳鼻咽〒583-0011 072-931-1187医療法人　田中耳鼻咽田中　博紀 平25. 7. 1耳い アレ 診療所
     喉科クリニック 藤井寺市沢田三丁目６番５３号 常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　田中　博紀 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444434-02770 中本内科クリニック 〒583-0027 072-952-5181中本　康朗 中本　康朗 平25.12. 1内   循   診療所
     藤井寺市岡２丁目６番８号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444534-02788 医療法人　うえた内科〒583-0007 072-936-0088医療法人　うえた内科上田　千里 平26. 1. 1内   診療所
     医院 藤井寺市林５丁目７番２９号ＫＭ常　勤:    1医院　理事長　上田　 組織変更 現存
     土師ノ里メディカルビル１Ｆ (医       1)千里 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 444634-02796 医療法人真世会　佐井〒583-0027 072-937-2029医療法人真世会　理事佐井　壮謙 平26. 5. 1一般        19診療所
     胃腸科肛門科 藤井寺市岡２丁目１１番６号 常　勤:    2長　佐井　壮謙 移転 胃   内   こう現存
     (医       2) 平26. 5. 1外   麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444734-02804 医療法人　やまどり医〒583-0018 072-954-8168医療法人やまどり医院山鳥　忠宏 平26. 9. 1内   呼内 小  診療所
     院 藤井寺市西古室１丁目２１番２５常　勤:    2　理事長　山鳥　忠郎 移転 現存
     号 (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444834-02812 医療法人山隆会　藤井〒583-0027 072-931-3160医療法人山隆会　理事原　千恵 平27. 5.23眼   診療所
     寺クリニック 藤井寺市岡二丁目１０番１８号Ｄ常　勤:    1長　山口　正伸 移転 現存
     ・Ｈ藤井寺２階 (医       1) 平27. 5.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444934-02820 もりもとクリニック 〒583-0027 072-959-8192森本　泰史 森本　泰史 平27. 9.25内   診療所
     藤井寺市岡１丁目９番１７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445034-02838 医療法人　そごうクリ〒583-0026 072-931-0005医療法人そごうクリニ十川　佳史 平28. 1. 1内   消   こう診療所
     ニック 藤井寺市春日丘一丁目２番３８号常　勤:    1ック　理事長　十川　 組織変更 外   リハ 現存
     春日丘ビル２Ｆ (医       1)佳史 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445134-02846 にしごり眼科 〒583-0026 072-952-0657錦織　里子 錦織　里子 平28. 6. 1眼   診療所
     藤井寺市春日丘一丁目２番３８号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445234-02853 医療法人　西村クリニ〒583-0021 072-952-8460医療法人西村クリニッ西村　将洋 平28.11. 1内   呼内 アレ診療所
     ック 藤井寺市御舟町３番１号 常　勤:    1ク　理事長　西村　将 移転 現存
     (医       1)洋 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445334-02861 土田透析アクセスクリ〒583-0027 072-976-5151土田　健司 土田　健司 平29. 7. 1外   診療所
     ニック 藤井寺市岡２丁目１０－１８　Ｄ常　勤:    1 新規 現存
     Ｈ藤井寺ビル４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445434-02879 医療法人千凪会　ぼた〒583-0027 072-930-4874医療法人千凪会　理事牡丹　千明 平29. 9. 1形外 皮   診療所
     んクリニック 藤井寺市岡二丁目８番９号Ｄ・Ｈ常　勤:    1長　牡丹　千明 組織変更 現存
     ビル４階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 445534-02887 敬天クリニック 〒583-0036 072-927-2057北村　哲也 北村　哲也 平30. 2. 1内   診療所
     藤井寺市恵美坂１丁目２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445634-02895 なんぽう腎・泌尿器科〒583-0012 072-936-3311南方　良仁 南方　良仁 平30. 5. 1ひ   診療所
     クリニック 藤井寺市道明寺２－５－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445735-01449 千早赤阪村国民健康保〒585-0051 0721-74-0240千早赤坂村長　松本　新鞍　誠 昭52. 9. 1内   外   小  診療所
     険干早診療所 南河内郡千早赤阪村大字干早１８常　勤:    1昌親 移転 現存
     ４－１ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445835-01704 特別養護老人ホーム菊〒585-0012 0721-93-4678社会福祉法人成和会　新田　隆 昭61. 5. 1内   診療所
     水苑付属診療所 南河内郡河南町大字加納元南１７常　勤:    1理事長　三木　義弘 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445935-01761 医療法人やすらぎ会　〒585-0053 0721-72-1362医療法人やすらぎ会　山本　定慶 昭61. 1. 1内   小   皮  診療所
     植田診療所 南河内郡千早赤阪村小吹６８－８常　勤:    1理事長　山本　定慶 組織変更 リハ 現存
     ３１ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446035-01803 きたかぶ医院 〒583-0991 0721-98-3539北株　義純 北株　義純 平 4.11. 1内   小   診療所
     南河内郡太子町大字春日１０３－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446135-01811 天城医院 〒583-0991 0721(98)1163天城　完二 天城　完二 平 6. 6.28内   小   診療所
     南河内郡太子町春日９８－２４ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446235-01829 美野の里附属診療所 〒583-0992 0721-98-5300社会福祉法人　長生会筒井　孝則 平 7. 4. 1内   消   診療所
     南河内郡太子町大字山田２５５０常　勤:    1　理事長　上田　真司 新規 消化器内科 現存
     番地 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446335-01878 千早赤阪村国民健康保〒585-0041 0721-72-0038千早赤阪村村長　松本新鞍　誠 平 9. 3. 1内   外   小  診療所
     険診療所 南河内郡千早赤阪村大字水分１９常　勤:    2　昌親 移転 現存
     ５番地の１ (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 446435-01944 医療法人　順心会　前〒585-0034 0721-93-8850医療法人　順心会　理前田　重成 平11. 7. 1内   リハ 診療所
     田クリニック 南河内郡河南町神山２６９番地 常　勤:    2事長　前田　重成 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446535-01969 千早赤阪春の家診療所〒585-0055 0721-70-2525社会福祉法人　一梅会西山　英樹 平12. 7. 1内   診療所
     南河内郡千早赤阪村大字東阪１２常　勤:    2　理事長　本田　廣明 新規 現存
     ２番１，１２２番２ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446635-01993 仲谷診療所 〒585-0011 0721-93-3501仲谷　宗裕 仲谷　宗裕 平13. 8.13内   小   放  診療所
     南河内郡河南町大字寺田１３２の常　勤:    1 継承 現存
     ４番地 (医       1) 平25. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446735-02009 医療法人大槻会　大槻〒585-0002 0721-93-2667医療法人大槻会　理事森村　公子 平14. 1. 1内   診療所
     医院 南河内郡河南町一須賀６３５番地常　勤:    2長　大槻　登志子 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446835-02017 医療法人清秀会　中辻〒583-0995 0721-98-1363医療法人清秀会　理事中辻　清員 平14. 1. 1整外 リハ 放  診療所
     整形外科 南河内郡太子町大字太子９０６番常　勤:    1長　中辻　清員 組織変更 現存
     地の１ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446935-02066 新田クリニック 〒585-0025 0721-93-3917新田　隆 新田　隆 平19. 1. 1内   呼内 小  診療所
     南河内郡河南町さくら坂四丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ３番１号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447035-02082 さわもと小児科 〒585-0001 0721-93-7723澤本　好克 澤本　好克 平21. 6. 1小   診療所
     南河内郡河南町大字東山６９１番常　勤:    1 新規 現存
     地の２ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447135-02090 廣谷医院 〒585-0005 0721-93-3857廣谷　友範 廣谷　友範 平24. 9. 1内   小   診療所
     南河内郡河南町大宝１丁目４番１常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447235-02108 うちだクリニック 〒585-0011 0721-93-1911内田　寿博 内田　寿博 平27.12. 1外   こう リハ診療所
     南河内郡河南町寺田１２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447335-02116 つついクリニック 〒583-0992 0721-98-2888筒井　孝則 筒井　孝則 平28.10. 1内   消   診療所
     南河内郡太子町山田７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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 447436-00761 福森医院 〒576-0043 072-891-4880福森　清子 福森　清子 昭45. 1. 1耳い 診療所
     交野市松塚１２－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447536-00787 尼子医院 〒576-0033 072-891-2050尼子　隆章 尼子　隆章 昭45. 9. 1内   胃   小  診療所
     交野市私市八丁目１４番３号 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447636-00829 高田医院 〒576-0043 072-891-0631高田　弘昭 髙田　弘昭 昭46. 8. 1内   胃   小  診療所
     交野市松塚１２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447736-00985 大景医院 〒576-0021 072-892-0467大景　収 大景　収 昭53. 1. 1内   小   診療所
     交野市妙見坂六丁目７番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447836-01108 社会福祉法人もくせい〒576-0011 072-892-5689社会福祉法人もくせい西井　正 昭58. 6. 1内   外   リハ診療所
     会　特別養護老人ホー交野市大字星田５１５６番地の８常　勤:    1会　理事長　宮部　明 新規 精   現存
     ムきんもくせい診療所 (医       1)子 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447936-01116 明石クリニック 〒576-0016 072-892-7137明石　賢三 明石　賢三 昭59. 1. 1外   整外 診療所
     交野市星田八丁目１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448036-01140 医療法人和敬会　星田〒576-0022 072-891-3500医療法人和敬会　理事田中　雅子 昭60. 6. 1一般        60病院
     南病院 交野市藤が尾三丁目５番１号 常　勤:    5長　工藤　惠康 新規 内   小   消  現存
     (医       5) 平30. 6. 1循   アレ 耳い
     非常勤:   30 放   リハ 
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448136-01173 みやそう耳鼻咽喉科 〒576-0041 072-893-3876宮宗　彰 宮宗　彰 昭62. 4. 1耳い 診療所
     交野市私部西一丁目３３番２５号常　勤:    2 新規 現存
     交栄ビル２階 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448236-01199 医療法人　はと産婦人〒576-0022 072-891-4103医療法人はと産婦人科波戸　良光 昭63. 7. 1一般         4診療所
     科 交野市藤が尾四丁目３番１６号 常　勤:    1　理事長　波戸　良光 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 448336-01215 医療法人　野村医院 〒576-0051 072-891-6100医療法人野村医院　理野村　圭 昭64. 1. 1内   消   循  診療所
     交野市倉治三丁目５０番１号 常　勤:    1事長　野村　圭 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448436-01223 医療法人　後藤医院 〒576-0022 072-892-9500医療法人後藤医院　理山田　裕 昭49. 6. 1内   小   皮  診療所
     交野市藤が尾四丁目３番１５号 常　勤:    1事長　山田　裕 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448536-01231 医療法人星和会　ホシ〒576-0052 072-892-2020医療法人星和会　理事星野　健 昭57.11. 1眼   診療所
     ノ眼科 交野市私部西一丁目３３番２１号常　勤:    2長　星野　健 移転 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448636-01264 医療法人　松木整形外〒576-0053 072-891-8400医療法人松木整形外科松木　宏 平 2. 1. 1整外 外   リハ診療所
     科 交野市郡津三丁目１１番１号 常　勤:    2　理事長　松木　宏 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448736-01272 三宅医院 〒576-0051 072-893-0108三宅　功 三宅　功 平 2. 4. 1内   外   整外診療所
     交野市倉治八丁目５番６号 常　勤:    1 移転 リハ 休止
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448836-01280 医療法人　山添医院 〒576-0052 072-891-1025医療法人山添医院　理山添　康 平 2. 7. 1内   小   診療所
     交野市私部一丁目１６番１３号 常　勤:    1事長　山添　康 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448936-01298 宝田クリニック 〒576-0052 072-891-3337寳田　勝憲 寳田　勝憲 平 2. 8. 1外   脳外 内  診療所
     交野市私部八丁目３番５号東明ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449036-01322 交野市立健康増進セン〒576-0034 072-891-8124交野市長　黒田　実 尼子　隆章 平 4. 6. 1内   小   歯  診療所
     (36-61322 ) ター　休日診療所 交野市天野が原町五丁目５番１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:   71
     (医      38)
     (歯      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 449136-01363 社会福祉法人　豊年福〒576-0016 072-891-2029社会福祉法人豊年福祉塚本　望 平 5. 5. 1内   整外 精  診療所
     祉会診療所 交野市星田八丁目６番７号 常　勤:    1会　理事長　西田　孝 新規 現存
     (医       1)司 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449236-01371 高石皮フ科 〒576-0053 072-892-1277高石　公子 高石　公子 平 5. 5. 1皮   診療所
     交野市郡津五丁目１７番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449336-01389 西井医院 〒576-0016 072-891-2213西井　正 西井　正 平 5. 8. 1内   小   診療所
     交野市星田一丁目２３番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449436-01405 医療法人　松吉医院 〒576-0034 072-892-7700医療法人松吉医院　理小松　美代子 平 7. 1. 1内   外   診療所
     交野市天野が原町二丁目２９番３常　勤:    2事長　小松　美代子 組織変更 現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449536-01421 白井皮フ科医院 〒576-0052 072-893-5695白井　敎文 白井　敎文 平 9. 1. 1皮   診療所
     交野市私部四丁目２９番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449636-01447 社会福祉法人豊年福祉〒576-0022 072-894-3029社会福祉法人豊年福祉塚本　望 平 9. 8. 1内   精   診療所
     会　天の川診療所 交野市藤が尾二丁目５番２２号 常　勤:    1会　理事長　西田　孝 新規 現存
     (医       1)司 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449736-01454 前谷クリニック 〒576-0016 072-895-2990前谷　二朗 前谷　二朗 平10. 4. 1整外 外   リウ診療所
     交野市星田五丁目２３－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449836-01520 医療法人　茂樹会　田〒576-0052 072-893-8811医療法人　茂樹会　理田中　茂 平12. 7. 1内   小   リハ診療所
     中診療所 交野市私部七丁目４８番３号 常　勤:    1事長　田中　茂 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449936-01538 小菓医院 〒576-0016 072-891-2006小菓　裕成 小菓　裕成 平12. 6.19内   循   小  診療所
     交野市星田五丁目１０番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 450036-01546 医療法人仁久会　藤原〒576-0042 072-892-0341医療法人仁久会　理事藤原　靖久 平13. 1. 1一般         5診療所
     産婦人科 交野市梅が枝４４番３号 常　勤:    1長　藤原　靖久 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450136-01553 医療法人美星会　小林〒576-0016 072-893-8484医療法人美星会　理事小林　武彦 平13. 7. 1一般        13診療所
     診療所 交野市星田五丁目１５番１５号 常　勤:    1長　小林　武彦 組織変更 内   呼   アレ現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450236-01587 藤原皮フ科 〒576-0036 072-894-4112藤原　秀教 藤原　秀教 平14. 2. 1皮   形外 アレ診療所
     交野市森北一丁目２２番６号　磐常　勤:    1 新規 現存
     船合同ビル５階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450336-01611 梅垣麻酔科クリニック〒576-0034 072-810-5551梅垣　裕 梅垣　裕 平14. 5. 1麻   診療所
     交野市天野が原町二丁目２８番１常　勤:    1 新規 現存
     ８２０１号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450436-01629 大山医院 〒576-0036 072-810-2553大山　秀夫 大山　秀夫 平14. 7. 1内   循   消  診療所
     交野市森北一丁目２２番６号磐船常　勤:    1 新規 現存
     合同ビル２階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450536-01645 山本整形外科 〒576-0036 072-894-0102山本　康 山本　康 平15.10. 1整外 リハ リウ診療所
     交野市森北一丁目３７番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450636-01678 西本内科医院 〒576-0022 072-810-8522西本　光 西本　光 平16. 6. 1内   消   呼  診療所
     交野市藤が尾三丁目１６番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450736-01686 医療法人和音会　ひび〒576-0036 072-860-7536医療法人和音会　理事田中　敏幸 平16. 7. 1眼   内   診療所
     きクリニック 交野市森北一丁目２２番６号磐船常　勤:    2長　田中　敏幸 組織変更 現存
     合同ビル４階 (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450836-01694 医療法人　いかい耳鼻〒576-0036 072-810-8711医療法人いかい耳鼻咽猪飼　重雅 平16. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科 交野市森北一丁目２２番６号　磐常　勤:    1喉科　理事長　猪飼　 組織変更 現存
     船合同ビル６階 (医       1)重雅 平28. 7. 1
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 450936-01702 医療法人　多々内科ク〒576-0031 072-895-2250医療法人多々内科クリ多々　尚 平17. 1. 1内   消   循  診療所
     リニック 交野市森南一丁目９番５号　ラ・常　勤:    1ニック　理事長　多々 組織変更 現存
     コンコルド１階 (医       1)　尚 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451036-01728 中村クリニック 〒576-0033 072-892-0455中村　健一 中村　健一 平17. 8. 1ひ   内   皮  診療所
     交野市私市五丁目１番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451136-01736 医療法人桜恵会　さく〒576-0054 072-891-5513医療法人桜恵会　理事北東　德治 平17.10. 1精   神   心内診療所
     らクリニック 交野市幾野一丁目２９番８号 常　勤:    1長　岡田　良浩 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451236-01744 社会福祉法人美郷会　〒576-0051 072-810-8670社会福祉法人　美郷会諏訪　洋志 平18. 4. 1内   診療所
     美来診療所 交野市倉治四丁目４０番７号 常　勤:    1　理事長　佐藤　眞杉 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451336-01751 医療法人　孝清会　清〒576-0015 072-893-7351医療法人　孝清会　理清田　俟子 平19. 1. 1内   消   呼  診療所
     田医院 交野市星田西三丁目１２番１号 常　勤:    2事長　清田　俟子 組織変更 循   小   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451436-01769 大成整形外科 〒576-0041 072-892-6280大成　浩征 大成　浩征 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     交野市私部西一丁目８番１号京阪常　勤:    1 新規 現存
     交野ビル２階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451536-01777 あおいクリニック 〒576-0043 072-891-3914岡本　幸大 岡本　幸大 平20. 4. 1整外 リハ 診療所
     交野市松塚１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451636-01793 おざき内科クリニック〒576-0054 072-892-2277尾﨑　正行 尾﨑　正行 平22.11. 1内   消   放  診療所
     交野市幾野四丁目１６－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451736-01801 こさか内科クリニック〒576-0053 072-888-8661小坂　知也 小坂　知也 平25. 5. 1内   小   診療所
     交野市郡津４丁目３９番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451836-01819 医療法人　寺嶋・塚田〒576-0034 072-893-3141医療法人寺嶋・塚田こ塚田　周平 平26. 5. 7小   内   アレ診療所
     こどもクリニック 交野市天野が原町５丁目１４番２常　勤:    3どもクリニック　理事 移転 現存
     号 (医       3)長　寺嶋　秀幸 平26. 5. 7
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 451936-01827 医療法人医翔会　おが〒576-0041 072-808-6553医療法人医翔会　理事小川　修平 平27. 1. 1内   呼内 診療所
     わクリニック 交野市私部西２丁目１６番１号 常　勤:    1長　小川　修平 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452036-01835 社会医療法人信愛会　〒576-0043 072-891-0331社会医療法人信愛会　寳子丸　稔 平27. 5. 1一般       173病院
     交野病院 交野市松塚３９番１号 常　勤:   30理事長　吉川　将史 移転 療養        35現存
     (医      30) 平27. 5. 1内   外   小  
     非常勤:   81 整外 脳外 眼  
     (医      81) 皮   ひ   放  
     リハ 救命 麻  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452136-01843 天の川レディースクリ〒576-0041 072-892-1124中村　公彦 中村　公彦 平27. 8. 1婦   診療所
     ニック 交野市私部西２丁目３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452236-01850 腎泌尿器科あしだクリ〒576-0041 072-895-5055芦田　眞 芦田　眞 平28. 6. 1ひ   診療所
     ニック 交野市私部西１丁目３３－２０じ常　勤:    1 新規 現存
     ゃんぼスクエア１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452336-01868 きただ整形外科リウマ〒576-0052 072-810-5566北田　一史 北田　一史 平28.11. 1整外 リウ リハ診療所
     チクリニック 交野市私部３丁目９番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452436-01876 林田眼科クリニック 〒576-0052 072-894-8846林田　素子 林田　素子 平29. 6.15眼   診療所
     交野市私部３丁目９番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452536-01884 医療法人　鶴保診療所〒576-0041 072-810-0296医療法人鶴保診療所　森川　和要 平29. 9. 1内   診療所
     交野市私部西二丁目５番１号 常　勤:    1理事長代理　鶴保　浩 新規 現存
     (医       1)美 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452636-01892 医療法人長尾会　なが〒576-0036 072-810-2562医療法人長尾会　理事長尾　靖子 平30. 5. 1精   心内 診療所
     お心療内科 交野市森北１丁目２２番６号磐船常　勤:    1長　長尾　喜一郎 移転 現存
     合同ビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452737-00488 倉橋医院 〒566-0024 06-6383-3721倉橋　初穂 倉橋　初穂 昭40. 2. 1眼   皮   診療所
     摂津市正雀本町ニ丁目６番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1


