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 452837-01056 川西内科循環器科 〒566-0024 06-6382-3708川西　秀夫 川西　秀夫 昭62.11. 1内   循   小  診療所
     摂津市正雀本町一丁目３７番２号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452937-01072 摂津ひかり病院 〒566-0054 072-654-8888切東　美子 切東　美子 昭62.12.25一般        50病院
     摂津市鳥飼八防二丁目３番８号 常　勤:    4 組織変更 内   整外 呼外現存
     (医       4) 平29.12.25呼内 外   小  
     非常勤:   28 循   ひ   心内
     (医      28) 皮   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453037-01122 医療法人医誠会　摂津〒566-0021 06-6319-0531医療法人医誠会　理事佐久良　肇 昭63.11. 1一般       170病院
     医誠会病院 摂津市南千里丘１番３２号 常　勤:   14長　谷　幸治 新規 内   外   整外現存
     (医      14) 平24.11. 1脳外 消   循  
     非常勤:  162 ひ   皮   リハ
     (医     162) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453137-01155 医療法人平仁会　明石〒566-0011 0726-23-1936医療法人平仁会　理事明石　季憲 昭56. 7. 1内   小   診療所
     医院 摂津市千里丘東三丁目１０番１４常　勤:    1長　明石　季憲 組織変更 現存
     号グリーンビル内 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453237-01163 医療法人大滔会　稲垣〒566-0025 06-6383-2188医療法人大滔会　理事稲垣　俊文 昭52.10. 1内   小   診療所
     診療所 摂津市東正雀９番１６号 常　勤:    1長　稲垣　俊文 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453337-01171 医療法人豊仁会　近藤〒566-0053 0726-54-8386医療法人豊仁会　理事近藤　香織 昭48. 9. 1一般    診療所
     診療所 摂津市鳥飼野々一丁目２４番１号常　勤:    2長　近藤　香織 組織変更 整外 外   内  現存
     (医       2) 平28. 7. 1小   皮   リウ
     非常勤:    1 リハ 麻   ひ  
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453437-01239 和田皮フ科医院 〒566-0001 06-6338-8511和田　芳幸 和田　芳幸 平 4. 3. 1皮   診療所
     摂津市千里丘一丁目４番６－２０常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453537-01262 医療法人一善会　山内〒566-0011 072-623-0627医療法人一善会　理事山内　榮樹 平 6. 4. 1胃   内   こう診療所
     医院 摂津市千里丘東２－１２－１５ 常　勤:    1長　山内　榮樹 移転 外   リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453637-01304 医療法人睦会　福井眼〒566-0011 0726-25-1635医療法人睦会　理事長福井　健寛 平 7. 3. 1眼   診療所
     科 摂津市千里丘東一丁目１１番９号常　勤:    1　福井　健寛 移転 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 453737-01346 温優会松井クリニック〒566-0022 06-6383-7010松井　保憲 松井　保憲 平 9. 6. 1内   呼   循  診療所
     摂津市三島三丁目７番４号 常　勤:    1 新規 消   小   リハ現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453837-01353 桜苑診療所 〒566-0032 0726-32-0400社会福祉法人成光苑　大隈　正純 平 9. 6. 1内   診療所
     摂津市桜町一丁目１番１１号 常　勤:    1理事長　高岡　國士 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453937-01361 医療法人　千里丘協立〒566-0011 072-622-8638医療法人千里丘協立診今村　育男 平 9. 5. 1一般        15診療所
     診療所 摂津市千里丘東二丁目１２番１０常　勤:    3療所　理事長　 村　 移転 療養         4現存
     号 (医       3)育男 平30. 5. 1内   胃   小  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454037-01395 大浦医院 〒566-0001 06-6378-2390大浦　元孝 大浦　元孝 平10. 7. 1内   リハ 診療所
     摂津市千里丘五丁目１６番１６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454137-01403 医療法人香梅会　マツ〒566-0024 06-6381-4033医療法人　香梅会　理大林　きよ子 平10. 7. 1内   小   診療所
     イ医院 摂津市正雀本町二丁目１８番２６常　勤:    2事長　大林　きよ子 組織変更 現存
     号 (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454237-01429 永井医院 〒566-0032 0726-35-0107永井　康太 永井　康太 平11. 5.17眼   内   診療所
     摂津市桜町一丁目１３番７号 常　勤:    4 継承 現存
     (医       4) 平29. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454337-01445 特別養護老人ホーム　〒566-0071 072-650-3301社会福祉法人　気づき山上　将央 平12. 3. 1内   診療所
     摂津いやし園診療所 摂津市鳥飼下一丁目１３番７号 常　勤:    1福祉会　理事長　依田 新規 現存
     (医       1)　雅 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454437-01460 医療法人　若葉会　昭〒566-0031 072-633-8311医療法人　若葉会　理山下　裕 平12. 4. 1一般        50病院
     和病院 摂津市昭和園１１番２９号 常　勤:    5事長　西垣　秀尊 組織変更 療養        40現存
     (医       5) 平30. 4. 1内   外   胃  
     非常勤:   23 整外 脳外 リハ
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454537-01486 細川医院 〒566-0062 0726-54-7127細川　眞哉 細川　眞哉 平13. 4. 1内   循   神内診療所
     摂津市鳥飼上一丁目１６番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 454637-01502 医療法人　岩本医院 〒566-0001 06-6388-2838医療法人　岩本医院　岩本　久雄 平14. 5. 7内   整外 皮  診療所
     摂津市千里丘二丁目１２番１０号常　勤:    1理事長　岩本　久雄 移転 リウ リハ 現存
     (医       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454737-01510 松本医院 〒566-0023 06-6381-5915松本　圭子 松本　圭子 平14. 4.11婦   内   小  診療所
     摂津市正雀一丁目７番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454837-01528 医療法人　高山クリニ〒566-0011 0726-22-7481医療法人　高山クリニ高山　実 平14. 7. 1内   外   整外診療所
     ック 摂津市千里丘東一丁目９番３号池常　勤:    1ック　理事長　高山　 組織変更 現存
     上ビル１階 (医       1)実 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454937-01536 医療法人緑樹会　宮川〒566-0035 0726-36-8088医療法人緑樹会　理事宮川　秀樹 平14. 7. 1脳外 内   外  診療所
     クリニック 摂津市鶴野一丁目１番３号カーザ常　勤:    1長　宮川　秀樹 組織変更 リハ 現存
     さんらいず１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455037-01551 いのうえ小児科アレル〒566-0074 06-6829-0223井上　泰 井上　泰 平14.11. 1小   アレ 診療所
     ギー科クリニック 摂津市東一津屋１５番２４号　エ常　勤:    1 新規 現存
     トワール　１階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455137-01569 橋本耳鼻咽喉科医院 〒566-0011 072-631-2587橋本　光弘 橋本　光弘 平14.11. 1耳い アレ 診療所
     摂津市千里丘東一丁目６番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455237-01577 神前内科クリニック 〒566-0011 072-631-7077神前　格 神前　格 平15. 1. 1内   リウ 診療所
     摂津市千里丘東二丁目１０番１号常　勤:    1 新規 現存
     フォルテ摂津２階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455337-01585 みやお泌尿器科クリニ〒566-0011 072-631-6666宮尾　洋志 宮尾　洋志 平15. 1. 1ひ   診療所
     ック 摂津市千里丘東二丁目１０番１号常　勤:    1 新規 現存
     フォルテ摂津２階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455437-01601 医療法人頌朗会　白川〒566-0001 06-6337-5273医療法人頌朗会白川整白川　貴浩 平16. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 摂津市千里丘一丁目１３番２３号常　勤:    1形外科　理事長　白川 組織変更 現存
     千里丘サニーハイツ１階 (医       1)　貴浩 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455537-01619 社会福祉法人　桃林会〒566-0064 072-654-5094社会福祉法人桃林会　 鍋　憲市 平16. 4. 1内   皮   精  診療所
     診療所 摂津市鳥飼中一丁目１９番８号 常　勤:    1理事長　園田　和子 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 455637-01627 黒本診療所 〒566-0034 072-636-6001黒本　成人 黒本　成人 平16. 6. 1外   内   小  診療所
     摂津市香露園３３番１４号 常　勤:    1 移転 胃   整外 リハ現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455737-01643 医療法人千里厚生会　〒566-0001 06-6388-0026医療法人千里厚生会　藤澤　義範 平16. 8. 1一般        89病院
     (37-61643 ) 千里丘中央病院 摂津市千里丘一丁目１１番３１号常　勤:    5理事長　藤澤　義範 組織変更 内   外   整外現存
     (医       3) 平28. 8. 1呼   消   循  
     (歯       2) 神内 皮   ひ  
     非常勤:   36 放   リハ 歯外
     (医      35) 歯   小歯 
     (歯       1) 内科：呼吸器、
     消化器、循環器
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455837-01650 河野医院 〒566-0074 06-6349-4300河野　通一 河野　通一 平16.12. 1内   小   消  診療所
     摂津市東一津屋６番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455937-01668 久保井耳鼻咽喉科 〒566-0011 072-625-4133久保井　敬之 久保井　敬之 平17. 3. 1耳い 診療所
     摂津市千里丘東二丁目１１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号千里ヒルズ２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456037-01700 はしもと整形外科 〒566-0011 072-645-4110橋本　亮治 橋本　亮治 平18. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     摂津市千里丘東三丁目８番２０号常　勤:    1 新規 現存
     協同レジデンス千里丘１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456137-01726 医療法人　春鳳会　は〒566-0024 06-6382-2110医療法人　春鳳会　理橋本　和哉 平19. 1. 1内   外   神内診療所
     しもと内科外科クリニ摂津市正雀本町二丁目５番２３号常　勤:    1事長　橋本　和哉 組織変更 整外 現存
     ック (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456237-01734 医療法人　中嶋・清川〒566-0054 072-650-3636医療法人中嶋・清川と中嶋　直子 平19. 7. 1皮   耳い アレ診療所
     とりかいクリニック 摂津市鳥飼八防一丁目８番４号　常　勤:    2りかいクリニック　理 組織変更 現存
     井上ビル１階 (医       2)事長　中嶋　直子 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456337-01742 医療法人　ひがしクリ〒566-0011 072-631-8400医療法人ひがしクリニ東　真一郎 平19. 7. 1心内 神   精  診療所
     ニック 摂津市千里丘東二丁目１０番１－常　勤:    1ック　理事長　東　真 組織変更 現存
     ３０４号 (医       1)一郎 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456437-01767 小林メディカルクリニ〒566-0001 06-6337-8666小林　義幸 小林　義幸 平19. 8. 1ひ   内   皮  診療所
     ック 摂津市千里丘二丁目３番１６号ル常　勤:    1 新規 現存
     ープ糸吉１階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456537-01775 医療法人宏和会　堀田〒566-0001 06-6337-0789医療法人宏和会堀田眼堀田　昌宏 平19. 7. 1眼   診療所
     眼科 摂津市千里丘一丁目１２番２８号常　勤:    1科　理事長　堀田　昌 移転 現存
     メルツハイム北村２階 (医       1)宏 平25. 7. 1
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 456637-01783 ことぶきクリニック 〒566-0011 072-622-8228壽　忠秀 壽　忠秀 平20. 2. 1胃   内   外  診療所
     摂津市千里丘東三丁目７番２７号常　勤:    1 新規 こう 現存
     プランドール千里丘１０２号室 (医       1) 平26. 2. 1胃腸内科、内科
     、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456737-01791 ところ眼科 〒566-0052 072-650-3711所　敏宏 所　敏宏 平20.12. 1眼   診療所
     摂津市鳥飼本町五丁目１２番４５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456837-01809 摂津市立休日小児急病〒566-0034 072-633-1171一般財団法人摂津市保細川　眞哉 平22.10.10小   診療所
     診療所 摂津市香露園３２番１９号 常　勤:    2健センター　理事長　 移転 現存
     (医       2)河野　公一 平28.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456937-01817 医療法人大滔会　いな〒566-0021 06-6310-1343医療法人大滔会稲垣診稲垣　一道 平23. 4. 1内   小   診療所
     がきクリニック 摂津市南千里丘５番２３－１０２常　勤:    1療所　理事長　稲垣　 新規 現存
     号 (医       1)俊文 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457037-01833 医療法人輝　ジュンレ〒566-0001 06-6330-3203医療法人輝　理事長　福益　博 平24. 3. 1一般        19診療所
     ディースクリニック千摂津市千里丘二丁目１５番１６号常　勤:    3畔栁　純一 新規 産婦 現存
     里丘 (医       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457137-01858 はせクリニック 〒566-0034 072-657-7700長谷　一郎 長谷　一郎 平25. 4. 1内   麻   リハ診療所
     摂津市香露園８番１号藤原ビル１常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457237-01874 医療法人　幸樹会　た〒566-0034 072-632-8600医療法人　幸樹会　理髙橋　正 平26. 1. 1眼   診療所
     かはし眼科 摂津市香露園３３番１０号第２三常　勤:    1事長　髙橋　正 組織変更 現存
     宅コーポ１階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457337-01882 医療法人良光会　 中〒566-0011 072-620-8715医療法人良光会　理事 中　良一 平26. 7. 1耳い 診療所
     医院 摂津市千里丘東三丁目８番１２号常　勤:    1長　 中　光治 組織変更 休止
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457437-01890 南摂津メンタルクリニ〒566-0074 06-6829-3730村田　俊輔 村田　俊輔 平27. 5. 1心内 精   診療所
     ック 摂津市東一津屋４番地１０号アト常　勤:    1 新規 現存
     リウム南摂津２Ｆ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457537-01924 神 クリニック 〒566-0046 06-6379-3700神 　清一郎 神 　清一郎 平28. 1. 1内   小   リハ診療所
     摂津市別府３丁目８番３号 常　勤:    1 新規 脳外 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 457637-01932 医療法人樹栄会　おお〒566-0001 06-6657-5001医療法人樹栄会　理事大澤　栄作 平28. 1. 1形外 皮   診療所
     さわ皮膚科形成外科 摂津市千里丘一丁目１２番２７号常　勤:    2長　大澤　栄作 組織変更 現存
     マイセルビル１－２号室 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457737-01940 医療法人児星会　むら〒566-0021 06-6317-3900医療法人児星会　理事村田　卓士 平28. 1. 1小   診療所
     た小児科 摂津市南千里丘４番２５コノミヤ常　勤:    1長　村田　卓士 組織変更 現存
     摂津市駅前店　２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457837-01957 医療法人クレセント　〒566-0041 06-6349-5111医療法人クレセント　成田　光男 平28. 9. 1内   外   整外診療所
     別府診療所 摂津市北別府町４番７号 常　勤:    2理事長　成田　光男 組織変更 リハ 胃   放  現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457937-01965 医療法人　馬場内科・〒566-0011 072-621-8080医療法人馬場内科・循馬場　義親 平29. 9. 1内   循   皮  診療所
     循環器内科クリニック摂津市千里丘東１丁目１３番７号常　勤:    1環器内科クリニック　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)理事長　馬場　義親 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458037-01973 医療法人健悠会　みさ〒566-0074 06-6379-3345医療法人健悠会　理事福地　みさよ 平29. 9. 1内   消   小  診療所
     よ内科クリニック 摂津市東一津屋１３番９号ファミ常　勤:    1長　福地　みさよ 組織変更 現存
     ーユ南摂津１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458138-00098 医療法人丹比荘　丹比〒583-0884 072-955-4468医療法人　丹比荘　理池谷　俊哉 昭32.12.27精神       310病院
     荘病院 羽曳野市野１６４番地の１ 常　勤:   12事長　松田　保四 新規 精   内   心内現存
     (医      12) 平29.12.27
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458238-00965 運動器ケア　しまだ病〒583-0875 072-953-1001医療法人はぁとふる　島田　永和 昭54. 5. 1一般        43病院
     院 羽曳野市樫山１００番地の１ 常　勤:   20理事長　島田　永和 移転 療養        45現存
     (医      20) 平30. 5. 1整外 内   麻  
     非常勤:   20 リハ 形外 
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458338-01054 医療法人昌円会　高村〒583-0886 0729-39-0099医療法人　昌円会　理浅尾　寧延 昭59. 3. 1一般       120病院
     病院 羽曳野市恵我之荘三丁目１番３号常　勤:    8事長　高村　昌樹 組織変更 療養        55現存
     (医       8) 平29. 3. 1整外 内   消  
     非常勤:   51 循   外   皮  
     (医      51) 放   リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 458438-01096 羽曳野市立保健センタ〒583-0857 072-956-1000大阪府羽曳野市長　北調子　和則 昭62. 6. 1内   小   歯  診療所
     (38-61096 ) ー 羽曳野市誉田四丁目２番３号 常　勤:    3川　嗣雄 移転 現存
     (医       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458538-01146 医療法人　居村皮膚科〒583-0857 0729-58-3885医療法人　居村皮膚科居村　洋 昭51.10. 1皮   診療所
     羽曳野市誉田二丁目１番２３号 常　勤:    1　理事長　居村　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458638-01153 医療法人向陽会　河 〒583-0857 0729-58-6770医療法人　向陽会　理河 　宏 昭63. 5.28眼   診療所
     眼科 羽曳野市誉田三丁目１４番１９号常　勤:    1事長　河 　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458738-01203 医療法人　原田耳鼻咽〒583-0886 0729-53-7384医療法人　原田耳鼻咽原田　博文 昭61.11. 1耳い アレ 呼  診療所
     喉科 羽曳野市恵我之荘三丁目１番７号常　勤:    1喉科　理事長　原田　 組織変更 現存
     カツラビル３階 (医       1)博文 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458838-01302 藤野整形外科 〒583-0882 0729-55-0188藤野　久博 藤野　久博 平 5.11. 1内   小   整外診療所
     羽曳野市高鷲九丁目１番１号 常　勤:    1 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458938-01328 倉岡医院 〒583-0882 0729-54-3294倉岡　哲郎 倉岡　哲郎 平 6. 2. 1ひ   内   皮  診療所
     羽曳野市高鷲１－７－４ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459038-01377 坂本クリニック 〒583-0864 0729-58-7270坂本　寿子 坂本　寿子 平 6.10. 1小   内   神内診療所
     羽曳野市羽曳が丘五丁目１６番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459138-01393 医療法人医仁会　藤本〒583-0857 0729-58-5566医療法人医仁会　理事長山　正義 平 7. 1. 1一般       117病院
     病院 羽曳野市誉田三丁目１５番２７号常　勤:    6長　長山　正義 組織変更 療養        60療養病床
     (医       6) 平28. 1. 1内   整外 脳外現存
     非常勤:   27 外   消   こう
     (医      27) 形外 リハ 放  
     循   心外 
     循環器内科、消
     化器内科・外科
     、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459238-01427 医療法人祐青会　祐青〒583-0856 0729-57-7777医療法人　祐青会　理辻　義光 平 7. 7. 1内   透析 診療所
     診療所 羽曳野市白鳥二丁目３番１０号 常　勤:    1事長　尾﨑　祐吉 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 459338-01435 医療法人　山本内科ク〒583-0853 0729-58-1567医療法人　山本内科ク山本　美次 平 7. 7. 1内   呼   循  診療所
     リニック 羽曳野市栄町２番４号 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 消   リハ 現存
     (医       1)本　美次 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459438-01450 医療法人和成会　調子〒583-0886 0729-52-3150医療法人和成会　理事調子　和則 平 7.11. 1整外 内   リウ診療所
     医院 羽曳野市恵我之荘二丁目５番１７常　勤:    1長　調子　和則 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459538-01518 医療法人　福岡医院 〒583-0864 072-956-3027医療法人　福岡医院　花本　澄夫 平 8. 4. 1内   小   アレ診療所
     羽曳野市羽曳が丘七丁目１１番１常　勤:    1理事長　花本　澄夫 移転 現存
     ６号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459638-01526 恵和会診療所 〒583-0867 072-938-3999社会福祉法人　恵和会内本　泉 平 8. 7. 1内   外   リハ診療所
     羽曳野市河原城９２７ 常　勤:    1　理事長　松川　命 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459738-01559 医療法人　白洋会　貴〒583-0872 072-958-9062医療法人　白洋会　理貴志　敏夫 平 9. 1. 1外   内   整外診療所
     志クリニック 羽曳野市はびきの四丁目１４番１常　勤:    1事長　貴志　敏夫 組織変更 リハ 麻   現存
     ３号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459838-01583 医療法人　愛幸会　天〒583-0876 072-939-8561医療法人　愛幸会　理寺本　睦 平 9. 1. 1一般        41病院
     (38-61583 ) 仁病院 羽曳野市伊賀１１番地の１ 常　勤:    6事長　天野　浩嗣 組織変更 療養       112現存
     (医       4) 平30. 1. 1内   外   整外
     (歯       2) 消   呼内 循  
     非常勤:   13 神内 リハ 皮  
     (医      13) 歯   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459938-01609 和悦会診療所 〒583-0852 072-958-9951社会福祉法人和悦会　引間　正彦 平 9. 5. 1内   診療所
     羽曳野市古市２２７１番地１１４常　勤:    1理事長　村本　真吾 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460038-01617 医療法人健泉会　しま〒583-0886 072-954-3301医療法人健泉会　理事島田　健一 平 9. 5. 1耳い 形外 アレ診療所
     だ耳鼻咽喉科 羽曳野市恵我之荘一丁目１０番１常　勤:    1長　島田　健一 移転 現存
     ４号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460138-01625 医療法人　しもと医院〒583-0872 072-955-1661医療法人しもと医院　下戸　文夫 平 9. 5. 1内   小   リハ診療所
     羽曳野市はびきの五丁目１４番３常　勤:    1理事長　下戸　文夫 移転 皮   胃   現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
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 460238-01633 森クリニック 〒583-0881 0729-30-2755森　亘平 森　亘平 平 9.10. 1胃   内   外  診療所
     羽曳野市島泉一丁目２１番６号グ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ランコートにっせん１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460338-01641 医療法人芳友会　上嶋〒538-0856 0729-58-7733医療法人芳友会　理事上嶋　一芳 平10. 1. 1内   呼   消  診療所
     クリニック 羽曳野市白鳥一丁目２番１６号エ常　勤:    1長　上嶋　一芳 組織変更 循   放   現存
     スカ３・４階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460438-01658 かわばた医院 〒583-0864 0729-50-3700川幡　公子 川幡　公子 平10. 9. 1内   呼   循  診療所
     羽曳野市羽曳が丘一丁目１番１１常　勤:    1 新規 麻   リハ 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460538-01682 医療法人　松谷整形外〒583-0864 0729-50-2377医療法人　松谷整形外松谷　常弘 平11. 1. 1整外 内   リハ診療所
     科クリニック 羽曳野市羽曳が丘四丁目１４番１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ７号 (医       1)　松谷　常弘 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460638-01708 岩本整形外科クリニッ〒583-0882 0729-30-5311岩本　弘 岩本　弘 平11. 2. 1整外 リハ 診療所
     ク 羽曳野市高鷲四丁目５番２号ラポ常　勤:    1 新規 現存
     ール１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460738-01765 ひきまクリニック 〒583-0853 0729-50-4880引間　正彦 引間　正彦 平12. 4. 1内   消   リハ診療所
     羽曳野市栄町４番１０号パレフラ常　勤:    1 新規 現存
     ックス２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460838-01773 医療法人　坂本医院 〒583-0856 072-956-0207医療法人　坂本医院　坂本　貴昭 平12. 3. 1内   循   診療所
     羽曳野市白鳥二丁目６番５号 常　勤:    1理事長　坂本　貞人 移転 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460938-01781 医療法人　日好会　り〒583-0856 0729-56-1166医療法人　日好会　理林　成賢 平12. 7. 1精   心内 内  診療所
     んクリニック 羽曳野市白鳥三丁目１６番１号木常　勤:    1事長　林　成賢 組織変更 現存
     村ビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461038-01815 山岡耳鼻咽喉科 〒583-0853 0729-50-5302山岡　俊哉 山岡　俊哉 平13. 3. 1耳い 診療所
     羽曳野市栄町５番２号プライムビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461138-01823 北川内科クリニック 〒583-0876 0729-38-6528北川　壽夫 北川　壽夫 平13. 3. 1内   小   リハ診療所
     羽曳野市伊賀二丁目１４番１４号常　勤:    1 移転 現存
     ロイヤル雅１階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 461238-01849 医療法人　大和耳鼻咽〒583-0856 0729-58-3761医療法人　大和耳鼻咽大和　文博 平13. 8. 1耳い 診療所
     喉科 羽曳野市白鳥二丁目１６番２９号常　勤:    1喉科　理事長　大和　 移転 現存
     Ｈ＆Ｋビル２０１号 (医       1)文博 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461338-01856 医療法人　ますだ整形〒583-0856 0729-57-6815医療法人　ますだ整形増田　博 平13. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     外科クリニック 羽曳野市白鳥二丁目１６番２９号常　勤:    1外科クリニック　理事 移転 現存
     Ｈ＆Ｋビル１階 (医       1)長　増田　博 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461438-01864 医療法人ラザロ会　江〒583-0853 0729-50-5580医療法人ラザロ会　理江口　隆彦 平14. 1. 1脳外 整外 神内診療所
     口クリニック 羽曳野市栄町４番１０号　パレフ常　勤:    1事長　江口　隆彦 組織変更 現存
     ラックス１Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461538-01930 特別養護老人ホーム　〒583-0862 072-956-4165社会福祉法人スマイル葭矢　信弘 平15. 2. 1内   皮   ひ  診療所
     スマイル診療所 羽曳野市尺度３８２番地の５ 常　勤:    1　理事長　徳山　敬善 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461638-01955 おおつか眼科 〒583-0881 0729-31-1221大塚　尚 大塚　尚 平15.11. 1眼   診療所
     羽曳野市島泉九丁目１４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461738-01997 医療法人　田中小児科〒583-0871 0729-38-5288医療法人田中小児科　田中　太郎 平16. 9. 1小   診療所
     羽曳野市野々上二丁目２４番１９常　勤:    3理事長　田中　太郎 移転 現存
     号 (医       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461838-02003 医療法人　山田クリニ〒583-0886 0729-53-0121医療法人山田クリニッ山田　幸和 平16.11. 1内   外   皮  診療所
     ック 羽曳野市恵我之荘五丁目１番２３常　勤:    1ク　理事長　山田　幸 移転 リハ 現存
     号 (医       1)和 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461938-02037 医療法人　加藤医院 〒583-0885 072-953-5901医療法人加藤医院　理加藤　治人 平17. 6. 1内   小   麻  診療所
     羽曳野市南恵我之荘二丁目９番６常　勤:    1事長　加藤　治人 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462038-02078 医療法人厚和会　ぶど〒583-0841 072-950-0155医療法人厚和会　理事大畑　和弘 平17.10. 1外   内   リハ診療所
     うの家診療所 羽曳野市駒ケ谷４０４番地 常　勤:    1長　大畑　和弘 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462138-02086 医療法人　よしおか泌〒583-0856 072-950-5100医療法人よしおか泌尿 岡　伸浩 平18. 1. 1ひ   内   麻  診療所
     尿器科クリニック 羽曳野市白鳥一丁目４番１３号Ｄ常　勤:    2器科クリニック　理事 組織変更 現存
     ・Ｈ白鳥ビル２階 (医       2)長　 岡　伸浩 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 462238-02094 地方独立行政法人　大〒583-8588 072-957-2121地方独立行政法人　大太田　三徳 平18. 4. 1一般       360病院
     (38-62094 ) 阪府立病院機構　大阪羽曳野市はびきの三丁目７番１号常　勤:   73阪府立病院機構　理事 組織変更 結核        60現存
     はびきの医療センター (医      72)長　遠山　正彌 平30. 4. 1一般（感染）
     (歯       1)              6
     非常勤:   46 内   呼   消  
     (医      46) 循   アレ 小  
     外   眼   呼外
     皮   産婦 放  
     耳い 歯   麻  
     リハ 病理 臨床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462338-02102 医療法人春秋会　城山〒583-0872 0729-58-1000医療法人　春秋会　理福本　仁志 平18. 7. 1一般       299病院
     病院 羽曳野市はびきの２丁目８番１号常　勤:   55事長　福本　仁志 移転 内   消   循  現存
     (医      55) 平24. 7. 1外   皮   ひ  
     非常勤:   74 眼   リハ 放  
     (医      74) 救命 麻   神内
     整外 形外 脳外
     心外 こう 耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462438-02128 医療法人　かわむら眼〒583-0856 0729-50-0150医療法人　かわむら眼川村　俊彦 平19. 1. 1眼   診療所
     科 羽曳野市白鳥一丁目４番１３号Ｄ常　勤:    1科　理事長　川村　俊 組織変更 現存
     ・Ｈ白鳥ビル２階 (医       1)彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462538-02136 医療法人　埴生診療所〒583-0883 0729-53-0885医療法人埴生診療所　橋之爪　守 平19. 1. 1内   外   消  診療所
     羽曳野市向野二丁目８番２号 常　勤:    1理事長　橋之爪　守 組織変更 放   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462638-02144 なわクリニック 〒583-0852 0729-58-2014名和　豊 名和　豊 平19. 1. 1内   皮   リハ診療所
     羽曳野市古市四丁目１番４号大平常　勤:    1 継承 現存
     ビル２階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462738-02185 土屋医院 〒583-0857 072-957-1001土屋　英人 土屋　英人 平21. 4. 1内   小   婦  診療所
     羽曳野市誉田三丁目１２番１０号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462838-02193 医療法人孝正会　やぶ〒583-0853 072-959-0820医療法人孝正会　理事養父　孝乃介 平21. 6. 1形外 診療所
     形成外科・美容外科 羽曳野市栄町９番４号 常　勤:    1長　養父　孝乃介 移転 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462938-02201 田仲はびきのクリニッ〒583-0867 072-939-0070田仲　明子 田仲　明子 平21.12. 1内   診療所
     ク 羽曳野市河原城１９番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 463038-02219 みやもと脳神経外科ク〒583-0876 0729-55-1155宮本　貴史 宮本　貴史 平22. 5. 1脳外 リハ 診療所
     リニック 羽曳野市伊賀四丁目１３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463138-02268 四天王寺悲田院診療所〒583-0868 072-956-2985社会福祉法人　四天王中川　純子 平23.11.14内   小   リハ診療所
     羽曳野市学園前６－１－１ 常　勤:    1寺福祉事業団　理事長 移転 現存
     (医       1)　瀧藤　尊淳 平29.11.14
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463238-02276 医療法人　清晃会　ヤ〒583-0871 072-931-7777医療法人　清晃会　理保田　晃宏 平24. 1. 1脳外 神内 リハ診療所
     スダクリニック 羽曳野市野々上３丁目４番３０号常　勤:    2事長　保田　晃宏 新規 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463338-02284 おかやクリニック 〒583-0858 072-958-0123岡谷　敦仁 岡谷　敦仁 平24. 3. 1内   外   こう診療所
     羽曳野市南古市３丁目５１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463438-02300 あいしんクリニック 〒583-0885 0729-33-0428藤川　和生 藤川　和生 平24. 6. 1内   心内 診療所
     羽曳野市南恵我之荘２－１－２８常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463538-02318 医療法人　きしもと眼〒583-0886 072-952-1116医療法人きしもと眼科岸本　精一 平24. 7. 1眼   診療所
     科 羽曳野市恵我之荘三丁目３番２１常　勤:    1　理事長　岸本　精一 組織変更 現存
     号セイトビル１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463638-02326 コープ診療所 〒583-0885 072-938-6226大阪みなみ医療福祉生中村　三千人 平25. 5. 7内   外   小  診療所
     羽曳野市南恵我之荘４丁目５番１常　勤:    1活協同組合　理事長　 移転 現存
     号 (医       1)苅谷　幹雄 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463738-02334 ふじもと医院 〒583-0886 072-931-5611藤本　雅史 藤本　雅史 平25.10. 1内   消   外  診療所
     羽曳野市恵我之荘５丁目１番２８常　勤:    1 新規 現存
     号カネシンビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463838-02342 医療法人　健泉会　あ〒583-0876 072-959-5501医療法人　健泉会　理島田　健一 平26. 2. 1内   診療所
     そか西松庵診療所 羽曳野市伊賀１丁目４番１号 常　勤:    1事長　島田　健一 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463938-02375 たてやまクリニック 〒583-0875 072-955-3005立山　博一 立山　博一 平26. 9. 1内   皮   麻  診療所
     羽曳野市樫山２６５番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
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 464038-02383 江藤クリニック 〒583-0861 072-956-8881江藤　智麿 江藤　智麿 平26.11. 1内   婦   診療所
     羽曳野市西浦１２４２番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464138-02391 いしどレディースクリ〒583-0885 072-959-7123石戸　昌子 石戸　昌子 平28. 1. 1産婦 産   婦  診療所
     ニック 羽曳野市南恵我之荘１丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464238-02417 亀山医院 〒583-0852 072-957-5330亀山　佳務 亀山　佳務 平28. 1. 1内   小   整外診療所
     羽曳野市古市５丁目９番２０号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464338-02425 医療法人慶組　おとの〒583-0884 0729-31-2001医療法人慶組　理事長音野　慶仁 平29. 8. 1内   整外 皮  診療所
     クリニック 羽曳野市野３７０番地 常　勤:    1　音野　慶仁 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464439-00666 医療法人清仁会　水無〒618-0012 075-962-5151医療法人清仁会　理事丸茂　岳 昭56. 4. 1一般       117病院
     瀬病院 三島郡島本町高浜三丁目２番２６常　勤:   15長　丸茂　岳 組織変更 内   外   整外現存
     号 (医      12) 平29. 4. 1脳外 ひ   眼  
     (薬       3) 麻   放   リハ
     非常勤:   53 リウ 
     (医      53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464539-00708 尼子小児科医院 〒618-0024 075-962-0797尼子　明久 尼子　明久 昭58. 9. 1小   内   診療所
     三島郡島本町若山台二丁目６番５常　勤:    1 新規 現存
     棟１０１号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464639-00757 ナンバ眼科医院 〒618-0013 075(962)1121難波　健 難波　健 昭60. 9.10眼   診療所
     三島郡島本町江川二丁目１３－２常　勤:    1 移転 現存
     －１０１ (医       1) 平24. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464739-00773 医療法人　加藤産婦人〒618-0014 075(962)3355医療法人加藤産婦人科加藤　壮介 昭63. 7. 1一般         7診療所
     科クリニック 三島郡島本町水無瀬一丁目１４－常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 産婦 現存
     １３ (医       2)加藤　和光 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464839-00799 社会福祉法人大阪水上〒618-0001 075-961-0171社会福祉法人大阪水上藤 　健司 平 3.10. 1内   診療所
     隣保館　弥栄の郷診療三島郡島本町山崎５－３－２５特常　勤:    1隣保館　理事長　黒川 新規 現存
     所 別養護老人ホーム弥栄の郷内 (医       1)　 朝 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464939-00815 医療法人　山口診療所〒618-0014 075-962-5502医療法人山口診療所　山口　三男 平 5. 1. 1内   胃   小  診療所
     三島郡島本町水無瀬一丁目１４番常　勤:    1理事長　山口　三男 組織変更 外   リハ 放  現存
     １２号 (医       1) 平29. 1. 1
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 465039-00831 西本医院 〒618-0011 075(961)0107西本　孝 西本　孝 平 6. 7. 1呼   循   外  診療所
     三島郡島本町広瀬３－６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465139-00856 ごう内科クリニック 〒618-0013 075-962-5255呉　卓 呉　卓 平 8. 4. 1内   循   診療所
     三島郡島本町江川二丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     １号友永ビル１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465239-00872 医療法人　楠薫堂医院〒618-0015 075-961-0369医療法人　楠薫堂医院栗山　隆信 平 8.11. 1内   診療所
     三島郡島本町青葉二丁目１６番１常　勤:    1　理事長　栗山　隆信 移転 現存
     ４号 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465339-00880 社会福祉法人　大阪水〒618-0001 075-962-0771社会福祉法人　大阪水飯田　享子 平 9. 1. 1小   内   診療所
     上隣保館附属診療所 三島郡島本町山崎五丁目３番２１常　勤:    1上隣保館　理事長　黒 新規 現存
     号 (医       1)川　 朝 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465439-00898 中川皮ふ科 〒618-0011 075-963-3100中川　光子 中川　光子 平 9. 5. 1皮   診療所
     三島郡島本町広瀬一丁目１番３１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465539-00906 医療法人健水会　ふじ〒618-0011 075-962-2582医療法人健水会　理事 吉　健司 平 9. 7. 1神内 内   診療所
     よし医院 三島郡島本町広瀬四丁目１２番３常　勤:    1長　 　健司 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465639-00948 髙島クリニック 〒618-0001 075-963-0555髙島　哲哉 髙島　哲哉 平13. 8. 1内   消   診療所
     三島郡島本町山崎二丁目１番８号常　勤:    1 新規 現存
     ユニマート山崎１階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465739-00955 岸外科医院 〒618-0011 075-962-5555岸　大輔 岸　大輔 平14. 4. 1外   胃   循  診療所
     三島郡島本町広瀬五丁目４番１２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465839-00971 医療法人正真会　大村〒618-0011 075-963-2080医療法人正真会　理事大村　正樹 平15. 3. 1一般         4診療所
     耳鼻咽喉科 三島郡島本町広瀬五丁目４番５号常　勤:    1長　大村　正樹 移転 耳い 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 465939-00997 医療法人誠友会　誠友〒618-0014 075-963-2112医療法人誠友会　理事親康　誠一 平16. 1. 1内   外   整外診療所
     会ふれあい診療所 三島郡島本町水無瀬二丁目５番１常　勤:    1長　親康　誠一 組織変更 リウ 循   リハ現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466039-01045 山村皮フ科クリニック〒618-0014 075-963-1211山村　有美 山村　有美 平23. 2. 1皮   診療所
     三島郡島本町水無瀬一丁目２３番常　勤:    1 新規 現存
     ４号島本健康モール３Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466139-01052 医療法人　もり整形外〒618-0014 075-962-0750医療法人　もり整形外森　拓美 平24. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     科リウマチ科クリニッ三島郡島本町水無瀬１丁目２３番常　勤:    1科リウマチ科クリニッ 組織変更 現存
     ク ４号 (医       1)ク　理事長　森　拓美 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466239-01060 のなか眼科クリニック〒618-0014 075-748-9300野中　淳之 野中　淳之 平24. 5. 1眼   診療所
     三島郡島本町水無瀬１丁目２３番常　勤:    1 新規 現存
     ４島本健康モール２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466339-01078 医療法人　なかこうじ〒618-0014 075-963-2277医療法人　なかこうじ中小路　隆裕 平26. 1. 1内   循   診療所
     内科・循環器内科 三島郡島本町水無瀬１丁目２３番常　勤:    1内科・循環器内科　理 組織変更 現存
     ４号島本健康モール２階 (医       1)事長　中小路　隆裕 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466439-01102 上田医院 〒618-0015 075-962-3409上田　昌司 上田　昌司 平28. 1. 5内   消   診療所
     三島郡島本町青葉１丁目６番３号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466539-01110 関内科医院 〒618-0002 075-962-3456関　耕次郎 関　耕次郎 平28. 5. 1内   診療所
     三島郡島本町東大寺３－１－３３常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466639-01128 みなせ耳鼻咽喉科 〒618-0014 075-963-2287岡坂　利章 岡坂　利章 平29. 6. 1耳い 診療所
     三島郡島本町水無瀬１丁目１８番常　勤:    1 継承 現存
     １３号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466739-01136 医療法人音心会　腎・〒618-0013 075-874-4775医療法人音心会　理事伊藤　伸一郎 平29. 9. 1ひ   内   診療所
     泌尿器科　いとうクリ三島郡島本町江川二丁目１６番７常　勤:    1長　伊藤　伸一郎 組織変更 現存
     ニック 号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 466840-01209 社会医療法人北斗会　〒561-0803 06-6865-1211社会医療法人　北斗会澤　温 昭32.10. 1精神       455病院
     (40-61209 ) さわ病院 豊中市城山町一丁目９番１号 常　勤:   26　理事長　澤　温 新規 精   神   歯  現存
     (医      25) 平29.10. 1内   外   
     (歯       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466940-01704 菅野医院 〒560-0026 06-6852-0020菅野　万 恵 菅野　万 恵 昭34. 8. 1小   産   婦  診療所
     豊中市玉井町一丁目１１番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467040-02314 石本診療所 〒560-0014 06-6852-1612石本　喜藏 石本　喜藏 昭36. 5.17一般    診療所
     豊中市熊野町２－３－６ 常　勤:    1 新規 内   小   皮  現存
     (医       1) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467140-02959 医療法人豊済会　小曽〒561-0814 06-6332-0135医療法人豊済会　理事西元　善幸 昭40. 1. 1精神       557病院
     (40-62959 ) 根病院 豊中市豊南町東二丁目６番４号 常　勤:   15長　中川　泰洋 組織変更 精   内   歯  現存
     (医      14) 平28. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467240-02967 タンダ医院 〒560-0021 06-6841-1680反田　英之 反田　英之 昭40. 3. 1整外 内   皮  診療所
     豊中市本町三丁目１番３５号 常　勤:    1 新規 放   リハ リウ休止
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467340-03395 町田放射線科 〒560-0081 06-6872-0360町田　圭弘 町田　圭弘 昭42. 4. 1消   放   診療所
     豊中市新千里北町２丁目２１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467440-03494 橋本小児科 〒560-0011 06-6853-4567橋本　久 橋本　久 昭42. 7. 1内   小   診療所
     豊中市上野西３－１－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467540-03940 一般財団法人　大阪国〒560-0036 06(6856)6485一般財団法人　大阪国松山　辰男 昭44.11. 8内   診療所
     際空港メディカルセン豊中市螢池西町３－５５５　大阪常　勤:    1際空港メディカルセン 移転 現存
     ター 国際空港ターミナルビル (医       1)ター　代表理事　児島 平29.11. 8
     非常勤:    5　義介
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467640-04419 福岡医院 〒561-0846 06-6862-4941福岡　徳生 福岡　徳生 昭47. 8. 1内   小   放  診療所
     豊中市利倉東一丁目１０番３８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
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 467740-04625 上田内科医院 〒561-0815 06(6334)5000上田　卓也 上田　卓也 昭48.12. 1内   小   診療所
     豊中市豊南町南四丁目５番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467840-04658 宮澤診療所 〒560-0002 06(6849)5888宮澤　功 宮澤　功 昭49. 1. 1内   神   小  診療所
     豊中市緑ヶ丘四丁目１２番１１号常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467940-05077 山本医院 〒560-0003 06-6854-1796山本　勝彦 山本　勝彦 昭51. 6. 1内   外   診療所
     豊中市東豊中町４－９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468040-05093 吉村クリニック 〒561-0883 06-6841-0828吉村　彰介 吉村　彰介 昭51. 9. 1胃   内   呼  診療所
     豊中市岡町南一丁目１番２２号 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468140-05135 山口内科クリニック 〒561-0882 06-6848-0204山口　善昭 山口　善昭 昭51.10. 1内   診療所
     豊中市南桜塚二丁目７番１－１１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468240-05176 一般財団法人　豊中市〒560-0012 06-6848-1661一般財団法人豊中市医澤村　昭彦 昭52. 1. 1内   小   歯  診療所
     (40-65176 ) 医療保健センター診療豊中市上野坂二丁目６番１号 常　勤:    1療保健センター　理事 現存
     所 (医       1)長職務代理者　副理事 平28. 1. 1
     長　直川　俊彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468340-05242 垣田内科 〒561-0832 06-6336-2500垣田　守彦 垣田　守彦 昭52. 9. 1内   小   皮  診療所
     豊中市庄内西町二丁目２２番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468440-05291 今井医院 〒560-0012 06-6849-7377今井　安男 今井　安男 昭53. 1. 1神   神内 精  診療所
     豊中市上野坂一丁目１番１７号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468540-05317 中山眼科医院 〒561-0872 06-6864-1171中山　周介 中山　周介 昭53. 2. 1眼   診療所
     豊中市寺内二丁目１３番１号緑地常　勤:    1 新規 現存
     ステーションビル４階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468640-05374 カナヤマ医院 〒561-0861 06-6849-0230金山　英子 金山　英子 昭53. 4. 1内   胃   小  診療所
     豊中市東泉丘一丁目５番地１－１常　勤:    1 新規 現存
     ０４千里泉ヶ丘スカイハイツ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468740-05424 裏辻医院 〒560-0013 06-6848-1456裏辻　康秀 裏辻　康秀 昭53. 6. 1内   小   診療所
     豊中市上野東一丁目１１番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
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 468840-05507 塩路医院 〒560-0014 06-6848-3398塩路　種昭 塩路　種昭 昭53. 9. 1内   診療所
     豊中市熊野町四丁目１２番２３号常　勤:    1 新規 現存
     笹部マンション１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468940-05598 太田眼科 〒560-0032 06-6843-4120太田　美代子 太田　美代子 昭54.10. 1眼   診療所
     豊中市蛍池東町三丁目５番３号浅常　勤:    1 新規 現存
     尾蛍池マンション１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469040-05655 ソノ内科小児科 〒560-0005 06(6848)0057薗　行雄 薗　行雄 昭55. 1. 1内   小   診療所
     豊中市西緑丘三丁目１３番１６号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469140-05663 尾高皮膚科 〒565-0081 06-6871-4700尾高　田鶴子 尾高　田鶴子 昭55. 3. 1皮   診療所
     豊中市新千里北町二丁目２１番１常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469240-05689 吉田小児科医院 〒560-0046 06(6843)8880吉田　悟 吉田　悟 昭55. 4. 1内   小   診療所
     豊中市千里園３－１５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469340-06075 福山皮膚科 〒560-0021 06(6849)5250福山　柳 福山　柳 昭57. 8. 1皮   診療所
     豊中市本町３－１４－５　大屋ビ常　勤:    1 継承 現存
     ル１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469440-06083 田辺耳鼻咽喉科 〒560-0871 06-6338-7319田邉　智子 田邉　智子 昭58. 1. 1耳い 診療所
     豊中市東寺内町２番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469540-06158 杉山医院 〒561-0833 06(6331)0019杉山　修成 杉山　修成 昭58. 3.28内   小   外  診療所
     豊中市庄内幸町四丁目２１番１０常　勤:    1 継承 皮   性   こう現存
     号 (医       1) 平28. 3.28婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469640-06216 ひまわりクリニック 〒560-0085 06-6871-8733吉岡　明立 吉岡　明立 昭58.12. 1内   アレ 耳い診療所
     豊中市上新田一丁目２８番地千里常　勤:    1 新規 現存
     中央パークヒルズＫ棟２階２０４(医       1) 平28.12. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469740-06331 豊中市立庄内保健セン〒561-0826 06-6332-8558豊中市長　淺利　敬一上田　卓也 昭60. 4. 1内   小   歯  診療所
     (40-66331 ) ター 豊中市島江町一丁目３番１４－１常　勤:    1郎 現存
     ０１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469840-06349 米田産婦人科 〒560-0032 06(6857)1251米田　真 米田　真 昭60. 4. 1産婦 診療所
     豊中市蛍池東町二丁目３番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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 469940-06497 大阪脳神経外科病院 〒561-0836 06-6333-0080公益財団法人　唐澤記若山　暁 昭61. 5. 1一般       122病院
     豊中市庄内宝町二丁目６番２３号常　勤:   11念会　理事長　唐澤　 組織変更 脳外 神内 リハ現存
     (医      11)滿知子 平28. 5. 1放   麻   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470040-06547 医療法人　時実クリニ〒560-0083 06-6833-0015医療法人　時実クリニ時實　孝至 昭62. 1. 1ひ   内   透析診療所
     ック 豊中市新千里西町三丁目３番６号常　勤:    4ツク　理事長　時實　 組織変更 皮   現存
     (医       4)孝至 平29. 1. 1内科（腎臓・血
     液透析・糖尿病
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470140-06554 医療法人敬仁会　辺見〒560-0031 06-6843-1287医療法人敬仁会　理事邉見　俊一 昭62. 1. 1整外 外   リウ診療所
     クリニック 豊中市螢池北町一丁目２番６号 常　勤:    2長　邉見　武彦 組織変更 リハ 内   消  現存
     (医       2) 平29. 1. 1こう 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470240-06596 タンクリニック 〒561-0884 06-6857-5113ＴＡＮ　ＧＵＡＮＹＯＴＡＮ　ＧＵＡＮＹＯ昭62. 4. 1内   婦   リハ診療所
     豊中市岡町北一丁目２番２０号メ常　勤:    1ＮＧ ＮＧ 新規 現存
     ゾン清涼３階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470340-06612 たづはら皮フ科 〒561-0858 06-6866-7611田津原　桂子 田津原　桂子 昭62. 5. 1皮   診療所
     豊中市服部西町二丁目９番２４号常　勤:    1 新規 現存
     増田ビル１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470440-06646 野村医院 〒560-0084 06-6831-5515野村　日出夫 野村　日出夫 昭62. 7. 1内   小   リハ診療所
     豊中市新千里南町二丁目４番４号常　勤:    1 新規 放   現存
     グランドール千里１０２号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470540-06695 医療法人　大島耳鼻咽〒560-0021 06(6849)8733医療法人　大島耳鼻咽大島　一郎 昭63. 1. 1耳い 診療所
     喉科 豊中市本町１丁目１１番１号豊中常　勤:    1喉科　理事長　大島　 組織変更 現存
     本町ビル２階２０２号 (医       1)一郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470640-06711 吉岡内科 〒560-0085 06-6831-2166吉岡　博昭 吉岡　博昭 昭63. 2. 1内   小   診療所
     豊中市上新田一丁目１０番２１号常　勤:    1 新規 現存
     千里ドクターハウス２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470740-06851 菱谷医院 〒560-0012 06-6853-0551菱谷　好高 菱谷　好高 昭63. 9. 1内   小   循  診療所
     豊中市上野坂一丁目６番１号 常　勤:    1 継承 リウ アレ 消  現存
     (医       1) 平24. 9. 1呼   神内 皮  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470840-06877 名方内科 〒560-0085 06-6831-2151名方　潔 名方　潔 昭63.11. 1内   循   小  診療所
     豊中市上新田一丁目５番２５－１常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平24.11. 1
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 470940-06885 植松整形外科 〒561-0852 06(6866)0031植松　有庭 植松　有庭 昭63.12. 1外   整外 リハ診療所
     豊中市服部本町一丁目１番３号福常　勤:    1 新規 放   現存
     屋ビル１、２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471040-06976 智片医院 〒561-0802 06-6866-6611智片　英治 智片　英治 平元. 6. 1内   呼   循  診療所
     豊中市曽根東町五丁目７番１３号常　勤:    1 新規 現存
     グリーンリーフ曽根１０１号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471140-06992 医療法人　木村眼科医〒560-0881 06-6852-5986医療法人　木村眼科医木村　好美 昭54. 1. 1眼   診療所
     院 豊中市中桜塚一丁目７番１号 常　勤:    2院　理事長　木村　好 組織変更 現存
     (医       2)美 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471240-07008 医療法人明成会　岸本〒561-0853 06-6862-1325医療法人　明成会　理岸本　浩之 昭50. 3. 1内   消   診療所
     医院 豊中市服部南町三丁目１０番３４常　勤:    2事長　岸本　浩之 移転 現存
     号 (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471340-07016 医療法人正幸会　つじ〒560-0881 06-6843-2000医療法人正幸会　つじ 　毅嗣 昭49.10. 1内   循   外  診療所
     クリニック 豊中市中桜塚二丁目３１番２号 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2) 　毅嗣 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471440-07024 医療法人　よしおか医〒565-0082 06-6835-1133医療法人よしおか医院 岡　儀子 昭61. 5. 1耳い 診療所
     院 豊中市新千里東町一丁目１番３号常　勤:    1　理事長　 岡　儀子 新規 現存
     ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471540-07032 医療法人　スミ内科 〒560-0872 06-6865-0188医療法人　スミ内科　鷲見　宜彦 昭53. 5. 1内   診療所
     豊中市寺内二丁目４番１号緑地駅常　勤:    1理事長　鷲見　宜彦 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471640-07040 医療法人　髙橋クリニ〒561-0832 06-6334-1941医療法人髙橋クリニッ小 　幸人 昭53. 1. 1一般         5診療所
     ック 豊中市庄内西町一丁目１番６号 常　勤:    3ク　理事長　髙橋　努 組織変更 ひ   内   現存
     (医       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471740-07065 医療法人　鳥辺医院 〒565-0082 06-6872-0161医療法人鳥辺医院　理鳥 　泰久 昭42. 6. 1内   小   眼  診療所
     豊中市新千里東町三丁目５番４号常　勤:    3事長　鳥邊　博正 組織変更 現存
     (医       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 471840-07073 医療法人直一会　藤澤〒561-0829 06-6332-1306医療法人　直一会　理藤澤　直行 昭57. 4. 1眼   リハ 診療所
     眼科医院 豊中市千成町三丁目５番１３号 常　勤:    1事長　藤澤　直行 組織変更 休止
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471940-07099 医療法人　三木外科・〒561-0857 06-6862-3123医療法人三木外科・内三木　正士 昭50.12. 1外   内   整外診療所
     内科 豊中市服部寿町二丁目１８番１号常　勤:    2科　理事長　三木　正 移転 放   現存
     (医       2)士 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472040-07107 医療法人　村上医院 〒561-0829 06-6336-2662医療法人　村上医院　村上　浩一 昭59. 9. 1内   リハ 放  診療所
     豊中市千成町三丁目４番３４号 常　勤:    3理事長　村上　浩一 組織変更 現存
     (医       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472140-07115 医療法人六瞳会　山口〒565-0081 06-6872-0670医療法人　六瞳会　理山口　哲男 昭42. 1. 1眼   診療所
     眼科 豊中市新千里北町二丁目２１番３常　勤:    1事長　山口　哲男 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472240-07131 医療法人　山崎眼科 〒561-0833 06-6331-6122医療法人　山崎眼科　上田　義朗 昭56.12. 1眼   診療所
     豊中市庄内幸町二丁目１３番７号常　勤:    2理事長　上田　義朗 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472340-07156 おかざき眼科医院 〒560-0864 06-6848-1001岡崎　俊夫 岡崎　俊夫 平元. 9. 1眼   診療所
     豊中市夕日丘一丁目１番３号シュ常　勤:    1 新規 現存
     リー豊中２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472440-07222 城医院 〒561-0833 06-6333-8100城　雄幸 城　雄幸 平元.11. 1内   循   小  診療所
     豊中市庄内幸町二丁目１２番４号常　勤:    3 継承 皮   現存
     (医       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472540-07230 医療法人　江本クリニ〒561-0884 06-6841-8805医療法人　江本クリニ江本　弘志 平 2. 1. 1心内 精   内  診療所
     ック 豊中市岡町北一丁目２番地１１号常　勤:    1ック　理事長　江本　 組織変更 現存
     (医       1)弘志 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472640-07248 医療法人江本クリニッ〒561-0882 06-6854-5680医療法人　江本クリニ江本　慶子 平 2. 1. 1内   心内 精  診療所
     ク　江本（慶子）内科豊中市南桜塚二丁目７番１０号 常　勤:    1ック　理事長　江本　 組織変更 現存
     (医       1)弘志 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472740-07271 医療法人医尊会　森口〒561-0872 06-6865-0180医療法人医尊会森口循小橋　文香 平 2. 1. 1内   循   小  診療所
     循環器内科 豊中市寺内二丁目４番１号緑地駅常　勤:    2環器内科　理事長　小 組織変更 現存
     １番街２階 (医       2)橋　文香 平29. 1. 1
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 472840-07321 山田内科 〒560-0043 06-6857-6331山田　貞子 山田　貞子 平 2. 2. 1内   診療所
     豊中市待兼山町２１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472940-07354 医療法人　衣川医院 〒561-0864 06-4865-1200医療法人　衣川医院　衣川　秀一 平 2. 3. 1内   神内 循  診療所
     豊中市夕日丘一丁目３番１２号 常　勤:    1理事長　衣川　秀一 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473040-07362 医療法人曽根会　曽根〒561-0802 06-6862-9251医療法人　曽根会　理高原　佳憲 平 2. 3. 1一般        58病院
     病院 豊中市曽根東町三丁目２番１８号常　勤:    4事長　高原　佳憲 組織変更 内   消   循  現存
     (医       4) 平29. 3. 1外   整外 脳外
     非常勤:   24 放   リハ 
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473140-07396 豊中市立しいの実学園〒561-0854 06-6866-2340豊中市長　淺利　敬一小野　次朗 平 2. 5. 1整外 小   診療所
     豊中市稲津町一丁目１番２０号 常　勤:    1郎 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473240-07438 医療法人啓俊会　タカ〒561-0833 06-6332-6111医療法人　啓俊会　理小亀　正 平 2. 7. 1内   小   診療所
     医院 豊中市庄内幸町三丁目３１番１５常　勤:    1事長　小亀　正 組織変更 現存
     号 (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473340-07446 医療法人　谷口眼科 〒561-0802 06-6855-3161医療法人　谷口眼科　谷口　幸子 平 2. 7. 1眼   診療所
     豊中市曽根東町一丁目９番２５－常　勤:    1理事長　谷口　幸子 組織変更 現存
     １０１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473440-07453 医療法人　前防医院 〒561-0815 06-6333-0348医療法人　前防医院　前防　昭男 平 2. 7. 1内   皮   診療所
     豊中市豊南町南一丁目１番１１号常　勤:    1理事長　前防　昭男 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473540-07461 医療法人　萬谷小児科〒561-0874 06-6864-3727医療法人　萬谷小児科萬谷　雅宣 平 2. 7. 1小   診療所
     豊中市長興寺南四丁目５番２８号常　勤:    1　理事長　萬谷　雅宣 組織変更 現存
     ハイツササベ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473640-07479 医療法人　みやじま医〒561-0804 06-6863-0414医療法人　みやじま医宮島　誠 平 2. 7. 1内   循   小  診療所
     院 豊中市曽根南町一丁目５番１３号常　勤:    2院　理事長　宮島　誠 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473740-07487 医療法人　山下内科小〒560-0001 06-6849-6161医療法人山下内科小児山下　泰史 平 2. 7. 1内   循   小  診療所
     児科 豊中市北緑丘二丁目１番２３棟２常　勤:    1科　理事長　山下　泰 組織変更 現存
     ０２号 (医       1)史 平29. 7. 1
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 473840-07495 医療法人千陽会　行岡〒560-0084 06-6871-0317医療法人　千陽会　理行岡　陽子 平 2. 7. 1眼   診療所
     眼科 豊中市新千里南町二丁目１１番５常　勤:    1事長　行岡　陽子 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473940-07503 杉山クリニック 〒560-0032 06-6845-7856杉山　篤男 杉山　篤男 平 2. 7. 1内   精   神  診療所
     豊中市蛍池東町一丁目６番３号浜常　勤:    1 神内 現存
     徳ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474040-07545 生島眼科 〒560-0052 06-6857-4300生島　賢二郎 生島　賢二郎 平 2.12. 1眼   診療所
     豊中市春日町四丁目２番１６号ラ常　勤:    1 新規 現存
     イジング登代２階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474140-07560 医療法人　森盛会　森〒560-0003 06(6846)1007医療法人　森盛会　理森田　重治 平 3. 1. 1内   循   消  診療所
     田医院 豊中市東豊中町六丁目１５番２２常　勤:    1事長　森田　重治 組織変更 外   婦   リハ現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474240-07586 上月耳鼻咽喉科医院 〒561-0882 06-6846-8733上月　景之 上月　景之 平 3. 2. 1耳い 診療所
     豊中市南桜塚三丁目１５番８号景常　勤:    1 新規 現存
     光ビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474340-07594 上月眼科医院 〒561-0882 06-6846-6650上月　恵美子 上月　恵美子 平 3. 2. 1眼   診療所
     豊中市南桜塚三丁目１５番８号景常　勤:    1 新規 現存
     光ビル３階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474440-07602 三木眼科医院 〒560-0005 06-6852-7541三木　耕一郎 三木　耕一郎 平 3. 2. 1眼   診療所
     豊中市西緑丘三丁目１４番３８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474540-07669 医療法人　堀江クリニ〒560-0021 06(6852)1600医療法人　堀江クリニ堀江　泰 平 3. 7. 1内   胃   外  診療所
     ック 豊中市本町９－１０－１０－１０常　勤:    2ック　理事長　堀江　 組織変更 整外 麻   現存
     ３　ハイツリバーサイド１階 (医       2)泰 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474640-07677 医療法人　山本皮膚科〒560-0082 06-6831-0030医療法人　山本皮膚科山本　哲雄 平 3. 6. 1皮   診療所
     医院 豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    1医院　理事長　山本　 移転 現存
     千里朝日阪急ビル３階 (医       1)哲雄 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474740-07719 樋口耳鼻咽喉科 〒561-0861 06-6846-7848樋口　典子 樋口　典子 平 3. 8. 1耳い 診療所
     豊中市東泉丘二丁目６番１５号１常　勤:    1 新規 現存
     ０３ヴァストネス東香里 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474840-07735 辻橋クリニック 〒561-0884 06-6841-6706辻橋　宏典 辻橋　宏典 平 3.10. 1内   ひ   診療所
     豊中市岡町北一丁目５番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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 474940-07768 前田医院 〒560-0081 06-6834-6492前田　壮二郎 前田　壮二郎 平 3.11. 1整外 リハ 麻  診療所
     豊中市新千里北町二丁目２０番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号セクレア新千里北町１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475040-07776 赤枝皮膚科 〒560-0005 06-6848-7655赤枝　民世 赤枝　民世 平 3.12. 1皮   診療所
     豊中市西緑丘三丁目１４番１３号常　勤:    1 新規 現存
     ミノルビル２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475140-07800 医療法人ひまわり　矢〒561-0832 06-6332-3970医療法人ひまわり　理太田　誠 平 4. 1. 1一般         5診療所
     吹産婦人科庄内クリニ豊中市庄内西町四丁目３番２号 常　勤:    1事長　矢吹　寛 組織変更 産婦 内   小  現存
     ック (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475240-07859 一般財団法人関西労働〒565-0082 06-6873-2210一般財団法人　関西労黒島　俊夫 平 4. 7. 1内   放   婦  診療所
     保健協会　附属千里Ｌ豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    5働保健協会　理事長　 新規 消   循   呼  現存
     Ｃ診療所 千里ライフサイエンスセンタービ(医       5)今岡　渉 平28. 7. 1
     ル４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475340-07883 医療法人　フルヤ耳鼻〒561-0831 06-6336-4133医療法人　フルヤ耳鼻古谷　博之 平 4. 7. 1耳い アレ 小  診療所
     科 豊中市庄内東町一丁目７番１０号常　勤:    1科　理事長　古谷　博 組織変更 現存
     庄内ドイビル２階 (医       1)之 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475440-07917 山森医院 〒561-0831 06-6334-7668山森　郁長 山森　郁長 平 4. 9. 1内   小   診療所
     豊中市庄内東町六丁目１５番８号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475540-07925 中西整形外科 〒560-0051 06-6853-7262中西　純夫 中西　純夫 平 4.11. 1内   外   整外診療所
     豊中市永楽荘三丁目１番１７号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475640-07974 城山医院 〒561-0858 06-6862-1322城山　喜八郎 城山　喜八郎 平 5. 1. 1内   消   循  診療所
     豊中市服部西町二丁目８番２８号常　勤:    1 継承 放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475740-08014 中井診療所 〒561-0881 06-6856-2089中井　廉幸 中井　廉幸 平 5. 5. 1内   皮   外  診療所
     豊中市中桜塚四丁目７番１４号 常　勤:    1 新規 整外 小   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475840-08048 社会福祉法人　昌壽会〒560-0002 06-6845-6667社会福祉法人　昌壽会近藤　久也 平 5. 5. 1内   外   精  診療所
     診療所 豊中市緑丘三丁目３３０番地の２常　勤:    1診療所　理事長　澤　 新規 現存
     (医       1)登久雄 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 475940-08071 医療法人　北島医院 〒561-0865 06-6852-5222医療法人　北島医院　北島　伸 平 5. 6. 1内   小   皮  診療所
     豊中市旭丘８番８０－５号 常　勤:    2理事長　北島　伸 移転 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476040-08089 医療法人　明石医院 〒561-0833 06-6334-8503医療法人　明石医院　明石　裕光 平 5. 7. 1内   小   外  診療所
     豊中市庄内幸町三丁目１８番２１常　勤:    1理事長　明石　裕光 組織変更 皮   放   消  現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476140-08097 医療法人　大野医院 〒561-0833 06-6331-1895医療法人　大野医院　大野　友彦 平 5. 7. 1内   小   診療所
     豊中市庄内幸町一丁目９番１６号常　勤:    2理事長　大野　友彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476240-08105 医療法人　小池診療所〒560-0082 06-6831-2953医療法人　小池診療所小池　淳 平 5. 7. 1内   精   心内診療所
     豊中市新千里東町一丁目４番１号常　勤:    2　理事長　遊佐　裕子 組織変更 現存
     阪急千里中央ビル２階 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476340-08121 医療法人　重原内科小〒561-0816 06-6331-1671医療法人　重原内科小重原　正則 平 5. 7. 1内   小   診療所
     児科医院 豊中市豊南町西三丁目３番１号フ常　勤:    1児科医院　理事長　重 組織変更 現存
     ィールドスルー司マンション１階(医       1)原　正則 平29. 7. 1
     １０５号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476440-08139 医療法人修和会　髙橋〒560-0052 06-6841-7271医療法人　修和会　理髙橋　修一 平 5. 7. 1内   胃   小  診療所
     内科胃腸科 豊中市春日町四丁目２番１６号ラ常　勤:    1事長　髙橋　修一 組織変更 現存
     イジング登代１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476540-08154 医療法人　林整形外科〒561-0881 06-6844-1220医療法人　林整形外科林　宏 平 5. 7. 1整外 リウ 診療所
     豊中市中桜塚一丁目１７番５０号常　勤:    1　理事長　林　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476640-08162 川上眼科 〒561-0831 06-6333-7324川上　俊夫 川上　俊夫 平 5. 8. 1眼   診療所
     豊中市庄内東町四丁目３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476740-08279 岡部診療所 〒560-0021 06-6849-3305岡部　弘 岡部　弘 平 6. 5. 1内   胃   診療所
     豊中市本町２－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476840-08311 滝広内科医院 〒560-0005 06-6846-7272滝広　智春 滝広　智春 平 6. 6. 1内   呼   胃  診療所
     豊中市西緑丘３－２６－２８ 常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 476940-08345 村井内科 〒560-0052 06(6848)2330村井　雅巳 村井　雅巳 平 6. 7. 1内   消   リハ診療所
     豊中市春日町４－１７－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477040-08352 金田医院 〒561-0861 06-6846-3755金田　正興 金田　正興 平 6. 7. 1内   整外 麻  診療所
     豊中市東泉丘四丁目２番１０号　常　勤:    1 新規 現存
     ハイブロン緑地公園ビル１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477140-08386 医療法人　鈴江眼科 〒560-0021 06(6854)8660医療法人鈴江眼科　理佐川　正治 平 6. 7. 1眼   診療所
     豊中市本町１－１－１　豊中阪急常　勤:    1事長　佐川　正治 組織変更 現存
     ビル６Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477240-08394 医療法人　髙橋診療所〒560-0085 06-6835-6255医療法人髙橋診療所　髙橋　教雄 平 6. 7. 1内   小   外  診療所
     豊中市上新田二丁目１４番１６号常　勤:    1理事長　髙橋　教雄 組織変更 リハ 現存
     メドウラーク１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477340-08410 医療法人　内科・循環〒560-0082 06-6835-1150医療法人よしおか医院吉岡　公夫 平 6. 9. 1内   循   呼  診療所
     器科・呼吸器科よしお豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    1　理事長　吉岡　儀子 新規 現存
     か医院 千里朝日阪急ビル３階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477440-08485 医療法人社団さくら会〒561-0883 06-6852-4189医療法人社団さくら会多谷　洋 平 7. 1. 1内   小   外  診療所
     　多谷医院 豊中市岡町南一丁目１番１０号 常　勤:    1　理事長　大橋　信元 組織変更 こう 消   放  休止
     (医       1) 平28. 1. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477540-08501 医療法人愛慈会　田中〒560-0881 06-6850-0088医療法人愛慈会　理事田中　實 平 7. 1. 1一般    診療所
     医院 豊中市中桜塚二丁目２番２号愛慈常　勤:    1長　田中　歡子 移転 産婦 内   現存
     会ビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477640-08519 医療法人愛慈会　田中〒561-0881 06-6855-8081医療法人愛慈会　理事田中　歡子 平 7. 1. 1皮   アレ 診療所
     皮膚科医院 豊中市中桜塚二丁目２番２号愛慈常　勤:    1長　田中　歡子 移転 現存
     会ビル１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477740-08543 浦医院 〒560-0024 06-6845-2310浦　恭章 浦　恭章 平 7. 4. 1内   胃   循  診療所
     豊中市末広町二丁目９番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477840-08568 川西整形外科 〒561-0831 06-6334-9386川西　康之亮 川西　康之亮 平 7. 3. 1整外 外   リハ診療所
     豊中市庄内東町二丁目２番４号　常　勤:    1 移転 現存
     生島ビル１０１ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477940-08584 奥野皮フ科 〒560-0032 06-6845-1641奥野　冨起子 奥野　冨起子 平 7. 4. 1皮   診療所
     豊中市螢池東町一丁目６番３号　常　勤:    1 移転 現存
     浜徳ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
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 478040-08592 中村内科 〒561-0852 06-6862-5058中村　厚 中村　厚 平 7. 4. 1内   胃   診療所
     豊中市服部本町二丁目６番１５号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478140-08600 松田医院 〒561-0844 06-6866-8008松田　久幸 松田　久幸 平 7. 3. 4内   小   リハ診療所
     豊中市利倉西二丁目１５番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478240-08634 鈴木産婦人科 〒561-0802 06-6864-2761鈴木　敏之 鈴木　敏之 平 7. 5.16産婦 内   診療所
     豊中市曽根東町三丁目６番７号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478340-08691 ゆたかクリニック 〒561-0826 06-6334-1120豊川　太治 豊川　太治 平 7.11. 1内   小   診療所
     豊中市島江町一丁目３番１－１０常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478440-08725 福原整形外科 〒561-0834 06-6333-1787福原　啓文 福原　啓文 平 7.12. 1整外 リウ リハ診療所
     豊中市庄内栄町三丁目２３番１０常　勤:    1 新規 現存
     号コルナス西館２０１ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478540-08766 医療法人　村尾診療所〒561-0827 06-6334-6811医療法人村尾診療所　村尾　道藏 平 8. 1. 1内   消   外  診療所
     豊中市大黒町三丁目２１番３４号常　勤:    2理事長　村尾　道 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478640-08774 医療法人　森山外科・〒561-0816 06-6332-0007医療法人森山外科胃腸森山　和久 平 8. 1. 1外   胃   こう診療所
     胃腸科医院 豊中市豊南町西三丁目２０番２０常　勤:    1科医院　理事長　森山 組織変更 整外 リハ 現存
     号伊丹ビル１階 (医       1)　和久 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478740-08857 医療法人　切通眼科第〒560-0082 06-6871-8720医療法人　切通眼科　切通　洋 平 8. 5. 1眼   診療所
     一分院 豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    1理事長　切通　孝子 新規 現存
     千里朝日阪急ビル２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478840-08865 備仲医院 〒561-0881 06-6843-6622備仲　健之 備仲　健之 平 8. 5. 1内   消   麻  診療所
     豊中市中桜塚二丁目２３番１２号常　勤:    1 新規 放   リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478940-08915 医療法人　猪瀬整形外〒561-0872 06-6863-1841医療法人　猪瀬整形外猪瀬　正美 平 8. 7. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 豊中市寺内二丁目４番１号緑地駅常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1)　猪瀬　正美 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 479040-08923 医療法人　藤井内科 〒560-0033 06-6852-0038医療法人　藤井内科　藤井　一史 平 8. 7. 1内   消   循  診療所
     豊中市蛍池中町四丁目１番２５号常　勤:    1理事長　藤井　一史 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479140-08931 鈴木医院 〒561-0859 06-6862-1331鈴木　秀和 鈴木　秀和 平 8. 7. 1内   小   放  診療所
     豊中市服部豊町一丁目２番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479240-08949 中尾眼科医院 〒560-0082 06-6873-2223中尾　浩 中尾　浩 平 8. 9. 1眼   診療所
     豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    1 新規 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(医       1) 平29. 9. 1
     ル１４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479340-08956 木村医院 〒560-0035 06-6855-4301木村　亮 木村　亮 平 8. 8. 1内   呼   循  診療所
     豊中市箕輪二丁目１０番２３号 常　勤:    1 継承 小   消   リハ現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479440-08972 水野産婦人科医院 〒560-0024 06-6852-3853水野　俊樹 水野　俊樹 平 8. 9. 1産   婦   内  診療所
     豊中市末広町一丁目３番５号 常　勤:    1 継承 小   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479540-08980 秦内科クリニック 〒561-0885 06-6852-3239秦　滿男 秦　滿男 平 8.10. 1内   循   呼  診療所
     豊中市岡町６番１７号 常　勤:    1 移転 胃   放   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479640-08998 医療法人善正会　上田〒561-0833 06-6334-0831医療法人　善正会　理岡部　聡寛 平 8.11. 1一般        94病院
     病院 豊中市庄内幸町四丁目２８番１２常　勤:    7事長　上田　正規 組織変更 外   消   内  療養病床
     号 (医       7) 平29.11. 1循   整外 こう現存
     非常勤:   37 リハ 放   
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479740-09046 医療法人　啓明会　喜〒561-0834 06-6331-2768医療法人　啓明会　理喜多　章介 平 9. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     多整形外科 豊中市庄内栄町一丁目８番３号 常　勤:    1事長　喜多　章介 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479840-09053 医療法人　髙尾医院 〒561-0824 06-6334-0288医療法人　髙尾医院　高尾　泰広 平 9. 1. 1整外 リハ 皮  診療所
     豊中市大島町二丁目２番２２号 常　勤:    1理事長　髙尾　泰広 組織変更 内   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479940-09079 野崎クリニック 〒560-0084 06-6872-1841野﨑　京子 野﨑　京子 平 9. 3. 1麻   心内 精  診療所
     豊中市新千里南町二丁目６番１２常　勤:    1 新規 現存
     号ジョイフル・トーエイ２階 (医       1) 平30. 3. 1
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 480040-09129 ほくせつ医療生活協同〒560-0026 06-6841-3531ほくせつ医療生活協同中塚　比呂志 平 9. 5.26内   循   小  診療所
     組合　豊中診療所 豊中市玉井町一丁目１０番６号 常　勤:    1組合　理事長　中塚　 移転 放   現存
     (医       1)比呂志 平30. 5.26
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480140-09137 医療法人　高井内科 〒560-0021 06-6846-3688医療法人高井内科　理高井　康之 平 9. 7. 1内   循   消  診療所
     豊中市本町一丁目９番２１号ロリ常　勤:    1事長　高井　康之 組織変更 現存
     オンミヤモトビル５階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480240-09145 医療法人南谷継風会　〒561-0884 06-6841-5700医療法人南谷継風会　南谷　哲司 平 9. 7. 1内   小   循  診療所
     南谷クリニック 豊中市岡町北一丁目２番４号 常　勤:    2理事長　南谷　直人 組織変更 消   呼   放  現存
     (医       2) 平24. 7. 1整外 リハ 皮  
     非常勤:    3 透析 
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480340-09152 畑診療所 〒560-0021 06-6856-1511畑　明 畑　明 平 9. 8. 1内   診療所
     豊中市本町四丁目１番２２号シー常　勤:    1 新規 現存
     ズビル２階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480440-09202 横田整形外科クリニッ〒561-0882 06-6852-7125横田　徹 横田　徹 平 9. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 豊中市南桜塚三丁目３番１６号 常　勤:    4 移転 内   眼   現存
     (医       4) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480540-09293 愛聖クリニック 〒561-0831 06-6336-6234朴　忠博 朴　忠博 平10. 6. 1内   循   リハ診療所
     豊中市庄内東町四丁目２番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480640-09319 小竹内科医院 〒565-0084 06-6871-0313小竹　正昌 小竹　正昌 平10. 5. 1内   診療所
     豊中市新千里南町二丁目１１番２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480740-09343 山田クリニック 〒561-0856 06-6862-0155山田　哲 山田　哲 平10. 6. 1内   消   小  診療所
     豊中市穂積一丁目２番１１号 常　勤:    2 継承 放   現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480840-09368 医療法人庄豊会　飯尾〒561-0832 06-6336-2460医療法人　庄豊会　理飯尾　雅彦 平10. 7. 1内   循   小  診療所
     クリニック 豊中市庄内西町三丁目６番８号 常　勤:    1事長　飯尾　雅彦 組織変更 外   整外 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 480940-09384 医療法人　小野クリニ〒561-0804 06-6868-0955医療法人　小野クリニ小野　幸一 平10. 7. 1内   小   消  診療所
     ック 豊中市曽根南町二丁目４番５－１常　勤:    2ック　理事長　小野　 組織変更 呼内 アレ 現存
     ０１号 (医       2)幸一 平28. 7. 1内科、消化器内
     非常勤:    1 科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481040-09467 ちさきこどもクリニッ〒560-0085 06-6836-5111地嵜　剛史 地嵜　剛史 平10.11. 1小   診療所
     ク 豊中市上新田三丁目１０番３８号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481140-09483 小林医院 〒561-0828 06-6331-1240小林　 一 小林　 一 平10.10. 1内   小   診療所
     豊中市三和町三丁目９番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481240-09491 西村医院 〒561-0864 06-6852-5010西村　亮 西村　亮 平10.10. 1小   内   皮  診療所
     豊中市夕日丘一丁目１番３号シュ常　勤:    1 継承 現存
     リー豊中１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481340-09517 医療法人　江本医院 〒560-0055 06-6852-3098医療法人江本医院　理江本　敬 平10.12. 1胃   内   外  診療所
     豊中市柴原町三丁目１０番１４号常　勤:    1事長　江本　敬 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481440-09525 医療法人豊成会　豊中〒560-0023 06-6843-9911医療法人　豊成会　理金　成有 平11. 1. 1一般        19診療所
     脳神経外科クリニック豊中市岡上の町四丁目３番１７号常　勤:    1事長　金　成有 組織変更 脳外 神内 リハ現存
     (医       1) 平29. 1. 1麻   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481540-09541 医療法人　岡崎眼科診〒560-0024 06-6852-5073医療法人　岡崎眼科診岡崎　邦夫 平11. 1. 1眼   診療所
     療所 豊中市末広町一丁目１番２７号 常　勤:    1療所　理事長　岡崎　 移転 現存
     (医       1)邦夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481640-09558 黒川内科 〒560-0023 06-6853-1100黒川　順夫 黒川　順夫 平11. 1. 1心内 内   精  診療所
     豊中市岡上の町一丁目６番４１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481740-09582 浅井内科 〒561-0853 06-6866-1188浅井　勉 浅井　勉 平11. 3. 1内   循   診療所
     豊中市服部南町一丁目３番１２号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 481840-09608 稲田クリニック 〒560-0021 06-6858-7700稲田　良雄 稲田　良雄 平11. 6. 1内   診療所
     豊中市本町一丁目１３番３４号チ常　勤:    1 新規 現存
     ェリオビル４階 (医       1) 平11. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481940-09616 さきやま内科 〒560-0054 06-6841-7008﨑山　篤宏 﨑山　篤宏 平11. 5. 1循   内   診療所
     豊中市桜の町一丁目５番１１号ジ常　勤:    1 移転 現存
     ーピー館０１号室 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482040-09624 医療法人　春成クリニ〒561-0874 06-6866-0802医療法人　春成クリニ春成　英之 平11. 7. 1呼   循   外  診療所
     ック 豊中市長興寺南三丁目２番１８号常　勤:    1ック　理事長　春成　 組織変更 リハ 現存
     パークアベニュー１階 (医       1)英之 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482140-09657 中沢クリニック 〒560-0024 06-6840-5778中澤　俊雄 中澤　俊雄 平11.10. 1外   内   胃  診療所
     豊中市末広町一丁目６番２８号 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482240-09673 医療法人　佐守小児科〒560-0056 06-6845-6123医療法人　佐守小児科佐守　友仁 平11.10. 1小   アレ 診療所
     豊中市宮山町四丁目１番２１号 常　勤:    1　理事長　佐守　友仁 移転 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482340-09707 別所整形外科 〒560-0005 06-6842-6060別所　康生 別所　康生 平11.12. 1整外 リハ リウ診療所
     豊中市西緑丘三丁目１５番１３号常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482440-09731 医療法人　良風会　桂〒561-0822 06-6333-4622医療法人　良風会　理桂　 雄 平12. 1. 1心内 精   内  診療所
     クリニック 豊中市三国一丁目８番１６号南海常　勤:    1事長　桂　 雄 組織変更 現存
     三国マンション (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482540-09749 医療法人誠仁会　栗本〒561-0864 06-6846-2567医療法人　誠仁会　理栗本　一孝 平12. 1. 1整外 外   リハ診療所
     整形外科 豊中市夕日丘一丁目１番５号阪急常　勤:    1事長　栗本　一孝 組織変更 現存
     共栄豊中ビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482640-09756 くりもと皮フ科クリニ〒561-0802 06-6840-0112栗本　巖 栗本　巖 平12. 2. 1皮   アレ 診療所
     ック 豊中市曽根東町一丁目２番１号阪常　勤:    1 新規 現存
     急曽根ビル１階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482740-09780 曽根クリニック 〒560-0011 06-6850-0103曽根　憲昭 曽根　憲昭 平12. 2. 1内   外   循  診療所
     豊中市上野西二丁目１１番３３号常　勤:    1 継承 脳外 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 482840-09806 医療法人篤友会　坂本〒561-0831 06-6331-5931医療法人　篤友会　理伊藤　正己 平12. 3. 1療養       138病院
     病院分院 豊中市庄内東町三丁目１９番３６常　勤:    4事長　坂本　勇二郎 移転 内   リハ 皮  現存
     号 (医       4) 平30. 3. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482940-09814 かない耳鼻咽喉科 〒561-0801 06-6854-8733金井　龍一 金井　龍一 平12. 5. 1耳い 診療所
     豊中市曽根西町一丁目１０番７号常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483040-09889 木佐貫診療所 〒561-0813 06-6334-8018木佐貫　裕乃 木佐貫　裕乃 平12. 5. 1循   内   小  診療所
     豊中市小曽根一丁目５番２６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483140-09905 村レディースクリニ〒560-0022 06-6850-8162 村　猛 村　猛 平12. 7. 1一般         1診療所
     ック 豊中市北桜塚三丁目１番３３号 常　勤:    1 新規 婦   内   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483240-09913 特別養護老人ホーム　〒561-0825 06-6335-0785社会福祉法人　淳風会杉本　駿 平12. 7. 1内   外   整外診療所
     淳風とよなか診療所 豊中市二葉町二丁目４番５号 常　勤:    2　理事長　西村　良 新規 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483340-09921 のいりクリニック 〒561-0883 06-6857-3349野入　輝久 野入　輝久 平12. 7. 1耳い 診療所
     豊中市岡町南一丁目１番１０号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483440-09939 医療法人　岡野クリニ〒560-0034 06-6852-5337医療法人　岡野クリニ岡野　智英 平12. 7. 1小   内   診療所
     ック 豊中市蛍池南町一丁目３番６号 常　勤:    2ック　理事長　岡野　 組織変更 現存
     (医       2)智英 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483540-09954 藤田クリニック 〒560-0084 06-6836-0588藤田　和義 藤田　和義 平12. 8. 1精   心内 診療所
     豊中市新千里南町三丁目１番１４常　勤:    1 新規 精神科　児童・現存
     号ナカニシビル３０３ (医       1) 平24. 8. 1思春期精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483640-10002 野井耳鼻咽喉科 〒560-0084 06-6873-4133野井　理 野井　理 平12.10. 1耳い 診療所
     豊中市新千里南町三丁目１番１４常　勤:    1 新規 現存
     号ナカニシビル３０１号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483740-10010 さとう医院 〒561-0881 06-6848-1881佐藤　卓 佐藤　卓 平12.10. 1内   外   こう診療所
     豊中市中桜塚五丁目２０番３８号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 483840-10028 医療法人かくいわ会　〒561-0851 06-6862-2910医療法人　かくいわ会岩野　正 平12. 8.22一般         9診療所
     岩野耳鼻咽喉科 豊中市服部元町一丁目１０番１９常　勤:    3　理事長　岩野　正 移転 耳い 麻   現存
     号 (医       3) 平24. 8.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483940-10051 やびく医院 〒561-0802 06-6862-1335屋比久　盛夫 屋比久　盛夫 平12.10. 1内   小   診療所
     豊中市曽根東町二丁目１番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484040-10085 坂上医院 〒560-0022 06-6852-3040坂上　憲生 坂上　憲生 平12.11. 1内   小   診療所
     豊中市北桜塚二丁目２番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484140-10093 医療法人　槙野クリニ〒560-0024 06-6843-8031医療法人　槙野クリニ槇野　淑子 平13. 1. 1一般         3診療所
     ック 豊中市末広町一丁目７番２号 常　勤:    1ック　理事長　槇野　 組織変更 婦   内   現存
     (医       1)淑子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484240-10150 西井皮膚科クリニック〒560-0082 06-6873-6888西井　貴美子 西井　貴美子 平13. 3. 1皮   形外 アレ診療所
     豊中市新千里東町一丁目１番３号常　勤:    1 新規 現存
     ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484340-10184 前田眼科 〒560-0011 06-6858-0100前田　英美 前田　英美 平13. 5. 1眼   診療所
     豊中市上野西一丁目１２番２９号常　勤:    1 新規 現存
     ＶＩＮＴＡＧＥ－Ｂ．Ｌ．Ｄ１，(医       1) 平25. 5. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484440-10192 天羽クリニック 〒561-0802 06-6852-9029天羽　康雄 天羽　康雄 平13. 5. 1内   消   アレ診療所
     豊中市曽根東町一丁目９番２５号常　勤:    1 新規 現存
     ファミール曽根１０３号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484540-10200 野口耳鼻咽喉科 〒561-0802 06-6866-3341野口　春彦 野口　春彦 平13. 5. 1耳い 診療所
     豊中市曽根東町三丁目２番６号曽常　勤:    1 継承 現存
     根駅前ビル２階－Ｃ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484640-10226 医療法人　島越内科 〒561-0881 06-6841-1300医療法人　島越内科　島越　兵門 平13. 9. 1一般        19診療所
     豊中市中桜塚二丁目２５番９号 常　勤:    3理事長　島越　兵門 移転 内   消   循  現存
     (医       2) 平25. 9. 1小   放   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 484740-10234 石澤整形外科 〒560-0021 06-6852-3371石澤　命仁 石澤　命仁 平13. 9. 1整外 外   リハ診療所
     豊中市本町七丁目２番１６号 常　勤:    1 継承 リウ 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484840-10242 松本内科クリニック 〒560-0011 06-6855-8090松本　太一三 松本　太一三 平13.11. 1内   消   診療所
     豊中市上野西四丁目２番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484940-10259 田中内科 〒560-0005 06-6844-3880田中　彰 田中　彰 平13.12. 1内   循   診療所
     豊中市西緑丘一丁目６番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485040-10267 池田整形外科医院 〒561-0852 06-4866-3535池田　克己 池田　克己 平14. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     豊中市服部本町二丁目２番地３号常　勤:    1 新規 現存
     　申ビル３階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485140-10275 医療法人雄々会　ドク〒561-0852 06-6865-7722医療法人雄々会　理事平山　耕嗣 平14. 1. 1小   アレ 診療所
     ターしんのこどもクリ豊中市服部本町二丁目２番３号　常　勤:    1長　平山　耕嗣 組織変更 現存
     ニック 申ビル２階 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485240-10283 医療法人玄智会　北原〒560-0021 06-6856-1015医療法人玄智会　理事北原　健志 平14. 1. 1内   外   胃  診療所
     医院 豊中市本町九丁目２番４号　パラ常　勤:    1長　北原　健志 組織変更 整外 こう リハ現存
     ドール豊中１階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485340-10291 医療法人三和会　わた〒561-0852 06-6867-1113医療法人三和会　理事渡邊　一三 平14. 1. 1外   胃   こう診療所
     なべ医院 豊中市服部本町一丁目７番１８号常　勤:    1長　渡邊　一三 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485440-10317 介護老人福祉施設ユー〒561-0894 06-6844-3550社会福祉法人柳生会　島越　由紀子 平14. 4. 1内   皮   精  診療所
     フォリア豊中内診療所豊中市勝部一丁目１２番２１号 常　勤:    1理事長　柳本　紀子 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485540-10333 とくやま眼科 〒561-0808 06-6849-7922徳山　孝展 徳山　孝展 平14. 5. 1眼   診療所
     豊中市原田元町三丁目３番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 485640-10358 福本内科クリニック 〒560-0082 06-6155-0515福本　泰明 福本　泰明 平14. 5. 1内   診療所
     豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    1 新規 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(医       1) 平26. 5. 1
     ル３階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485740-10382 医療法人　上宮医院 〒560-0011 06-6852-5403医療法人　上宮医院　上宮　正直 平14. 7. 1内   呼   循  診療所
     豊中市上野西一丁目１０番２９号常　勤:    1理事長　上宮　正直 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485840-10390 医療法人　小川・貴島〒560-0082 06-6836-6007医療法人　小川・貴島小川　拓 平14. 7. 1心内 精   診療所
     診療所 豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    2診療所　理事長　小川 組織変更 現存
     千里ライフサイエンスセンター１(医       2)　拓 平26. 7. 1
     ５階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485940-10432 ひまわり心療内科 〒561-0872 06-6863-1331権野　一敏 権野　一敏 平14.11. 1精   心内 神  診療所
     豊中市寺内二丁目１３番５１号Ｔ常　勤:    1 新規 現存
     ＧＣマンション　２階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486040-10457 医療法人良知会　中村〒561-0853 06-6862-1332医療法人良知会　理事中村　匡輔 平15. 1. 1内   外   放  診療所
     クリニック 豊中市服部南町四丁目１番２４号常　勤:    1長　中村　匡輔 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486140-10465 医療法人　藤田医院 〒561-0833 06-6335-3535医療法人藤田医院　理藤田　泰彦 平15. 1. 1内   胃   こう診療所
     豊中市庄内幸町二丁目１５番１号常　勤:    1事長　藤田　泰彦 組織変更 現存
     アルカサール豊中１１１号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486240-10473 医療法人慈久会　たか〒560-0013 06-6855-4135医療法人慈久会　理事高瀬　規久也 平15. 1. 1一般         9診療所
     せ産婦人科 豊中市上野東二丁目６番１５号 常　勤:    1長　高瀬　規久也 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486340-10499 檀上眼科 〒560-0032 06-6844-3660檀上　眞次 檀上　眞次 平15. 2. 1眼   診療所
     豊中市螢池東町一丁目３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486440-10507 百瀬医院 〒560-0042 072-761-8832百瀬　哲也 百瀬　哲也 平15. 1. 1内   胃   診療所
     豊中市石橋麻田町３番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486540-10515 なんばこどもクリニッ〒560-0022 06-6850-0203難波　直樹 難波　直樹 平15. 3. 1小   診療所
     ク 豊中市北桜塚三丁目９番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 486640-10523 まつだ・メンタル・ク〒560-0013 06-6848-1140松田　啓二 松田　啓二 平15. 3. 1心内 神   精  診療所
     リニック 豊中市上野東三丁目１８番９号２常　勤:    2 新規 現存
     階 (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486740-10531 社会福祉法人　愛和会〒561-0872 06-6866-4832社会福祉法人　愛和会伊藤　成規 平15. 4. 1内   小   整外診療所
     　豊中あいわ苑診療所豊中市寺内一丁目１番１０号 常　勤:    1　理事長　内藤　嘉之 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486840-10549 ワタナベクリニック 〒560-0085 06-6835-7550渡邊　満喜江 渡邊　満喜江 平15. 5. 1内   診療所
     豊中市上新田三丁目４番１７号　常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486940-10572 平山耳鼻咽喉科医院 〒560-0033 06-6852-5071平山　方哉 平山　方哉 平15. 4. 1耳い 診療所
     豊中市螢池中町二丁目３番１号Ｂ常　勤:    1 移転 現存
     ２０１ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487040-10580 中村医院 〒561-0804 06-6863-0903中村　孝 中村　孝 平15. 3. 5整外 外   内  診療所
     豊中市曽根南町二丁目１番２６号常　勤:    1 継承 皮   リハ 現存
     (医       1) 平27. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487140-10598 松原クリニック 〒560-0002 06-6858-0022松原　寿昭 松原　寿昭 平15. 5. 1内   循   呼  診療所
     豊中市緑丘五丁目９番１０号 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487240-10648 皮フ科シュウゾー 〒561-0871 06-6193-5012河合　修三 河合　修三 平15. 8. 1皮   アレ 診療所
     豊中市東寺内町１３番１０号コー常　勤:    1 新規 現存
     ポ上原２階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487340-10671 さの小児科クリニック〒561-0872 06-6864-7607佐野　博彦 佐野　博彦 平15.10. 1小   アレ 内  診療所
     豊中市寺内二丁目８番１ライオン常　勤:    1 新規 現存
     ズマンション第６緑地公園１０３(医       1) 平27.10. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487440-10689 医療法人木田眼科　木〒561-0859 06-6866-2421医療法人木田眼科　理木田　一男 平15.12. 1眼   診療所
     田眼科クリニック 豊中市服部豊町一丁目１番１１号常　勤:    1事長　木田　一男 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487540-10697 今川クリニック 〒560-0033 06-4865-8181今川　英紀 今川　英紀 平15.12. 1内   胃   こう診療所
     豊中市螢池中町三丁目２番１号ル常　勤:    2 新規 外   皮   現存
     シオーレ４階 (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 487640-10721 医療法人藏春堂　小西〒561-0802 06-6862-1701医療法人藏春堂　理事小西　昭久 平16. 1. 1一般        37病院
     病院 豊中市曽根東町二丁目９番１４号常　勤:    4長　小西　昭久 組織変更 外   整外 内  現存
     (医       4) 平28. 1. 1胃   皮   放  
     非常勤:   15 リハ 形外 小  
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487740-10739 やまもと皮フ科形成外〒560-0012 06-6844-7333山本　博 山本　博 平16. 4. 1皮   形外 診療所
     科 豊中市上野坂一丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487840-10747 中島眼科クリニック 〒560-0002 06-6858-5275中島　伸子 中島　伸子 平16. 5. 1眼   診療所
     豊中市緑丘一丁目４番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487940-10754 野間内科 〒560-0021 06-6848-8556野間　啓造 野間　啓造 平16. 5. 1内   診療所
     豊中市本町九丁目６番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488040-10796 明石クリニック 〒560-0026 06-4865-7135明石　惠司 明石　惠司 平16. 7. 1心内 神   精  診療所
     豊中市玉井町一丁目２番１号豊中常　勤:    1 新規 現存
     駅前ビルディング４階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488140-10804 医療法人誠栄会　安藤〒560-0026 06-6840-3356医療法人誠栄会　理事安藤　伸也 平16. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 豊中市玉井町一丁目１０番３０号常　勤:    1長　安藤　伸也 組織変更 現存
     豊中かのうビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488240-10820 赤垣メンタルクリニッ〒561-0881 06-6855-6318赤垣　伸子 赤垣　伸子 平16. 9. 1心内 精   神  診療所
     ク 豊中市中桜塚一丁目４番３３号安常　勤:    1 新規 現存
     藤ビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488340-10853 橋中内科小児科クリニ〒561-0829 06-6331-1075橋中　善明 橋中　善明 平16.11. 1内   小   リハ診療所
     ック 豊中市千成町二丁目６番７号 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488440-10861 幸和会診療所 〒561-0813 06-6336-8850社会福祉法人幸和会　須波　敏彦 平16.12. 1内   診療所
     豊中市小曽根四丁目５番１号 常　勤:    1理事長　横尾　幸久 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 488540-10879 ささき眼科形成外科ク〒560-0082 06-6836-1107佐々木　奈穂 佐々木　奈穂 平16.12. 1形外 眼   診療所
     リニック 豊中市新千里東町一丁目５番２号常　勤:    1 新規 現存
     セルシー３階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488640-10895 医療法人　井上内科ク〒560-0085 06-6873-5512医療法人井上内科クリ井上　卓夫 平17. 1. 1内   消   循  診療所
     リニック 豊中市上新田一丁目１０番２８号常　勤:    1ニック　理事長　井上 組織変更 アレ 現存
     サイドヒルコート１０１ (医       1)　卓夫 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488740-10903 北村皮膚科医院 〒561-0831 06-6334-9250北村　浩之 北村　浩之 平17. 1. 1皮   アレ 内  診療所
     豊中市庄内東町四丁目１３番２４常　勤:    2 継承 外   現存
     号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488840-10929 ひろたにクリニック 〒561-0881 06-6846-8070 谷　淳 谷　淳 平17. 5. 1循   呼   内  診療所
     豊中市中桜塚三丁目２番３６号大常　勤:    1 新規 現存
     阪ガスビル１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488940-10945 大井クリニック 〒560-0085 06-6833-7765大井　善仁 大井　善仁 平17. 5. 1内   小   胃  診療所
     豊中市上新田四丁目１８番７号 常　勤:    1 継承 こう 外   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489040-10960 医療法人　緑香会　北〒561-0874 06-6864-7208医療法人　緑香会　理北野　淳一 平17. 7. 1内   外   小  診療所
     野医院 豊中市長興寺南四丁目９番地１号常　勤:    1事長　北野　淳一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489140-10978 医療法人篤友会　関西〒560-0054 06-6857-7756医療法人篤友会　理事坂本　知三郎 平17. 8. 1一般       144病院
     (40-70978 ) リハビリテーション病豊中市桜の町三丁目１１番１号 常　勤:   12長　坂本　勇二郎 新規 リハ 内   循  現存
     院 (医      11) 平29. 8. 1歯   
     (歯       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489240-10986 三愛クリニック 〒561-0834 06-6334-0351松本　八彦 松本　八彦 平17. 7. 1整外 外   皮  診療所
     豊中市庄内栄町二丁目４番８号 常　勤:    2 組織変更 内   循   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489340-10994 大谷医院 〒561-0832 06-6331-1796大谷　敦子 大谷　敦子 平17. 8.31皮   内   リハ診療所
     豊中市庄内西町三丁目６番３号 常　勤:    1 継承 外   現存
     (医       1) 平29. 8.31
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 489440-11018 医療法人仁泉会　ＭⅠ〒560-0004 06-6840-0100医療法人仁泉会　理事濵田　星紀 平17.11. 1放   診療所
     クリニック 豊中市少路一丁目１２番１３号 常　勤:    2長　伊泊　大造 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489540-11026 千葉産婦人科 〒560-0021 06-6852-6901千葉　喜英 千葉　喜英 平17.10. 1一般         1診療所
     豊中市本町六丁目１番２号 常　勤:    1 継承 産   婦   内  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489640-11034 医療法人千里会　おが〒561-0832 06-6333-3319医療法人千里会　理事小川　佳伸 平17.12. 1耳い 気食 アレ診療所
     わ耳鼻咽喉科 豊中市庄内西町五丁目１番７７号常　勤:    3長　小川　佳伸 新規 小   現存
     ２階 (医       3) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489740-11042 上川耳鼻咽喉科クリニ〒561-0864 06-6846-8787上川　保廣 上川　保廣 平17.11. 1耳い 診療所
     ック 豊中市夕日丘一丁目１番５号阪急常　勤:    1 継承 現存
     豊中夕日丘ビル２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489840-11075 医療法人　山口内科医〒561-0881 06-6854-0248医療法人山口内科医院山口　正信 平18. 1. 1内   循   呼  診療所
     院 豊中市中桜塚四丁目１１番８号 常　勤:    1　理事長　山口　正信 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489940-11083 医療法人　たまごクリ〒561-0801 06-4865-7017医療法人たまごクリニ増本　伸之 平18. 1. 1婦   診療所
     ニック 豊中市曽根西町一丁目９番２０号常　勤:    2ック　理事長　増本　 組織変更 現存
     メゾンドファミーユ１階 (医       2)伸之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490040-11109 やまもと眼科 〒560-0004 06-6857-8830山本　史朗 山本　史朗 平18. 2. 1眼   診療所
     豊中市少路一丁目１４番１号　笹常　勤:    1 新規 現存
     源ビル２０２ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490140-11141 やすだクリニック 〒560-0021 06-6846-2222安田　恵多良 安田　恵多良 平18. 4. 1内   脳外 外  診療所
     豊中市本町二丁目４番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490240-11158 医療法人柏葉会　はし〒560-0021 06-6846-4111医療法人柏葉会　理事横井　葉子 平18. 3. 6皮   診療所
     かた皮膚科クリニック豊中市本町二丁目１番２５号若林常　勤:    1長　横井　葉子 移転 現存
     ビル２階 (医       1) 平30. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490340-11166 社会福祉法人　昌壽会〒561-0856 06-6866-1125社会福祉法人　昌壽会仁科　一江 平18. 5. 1内   精   診療所
     　ほづみ診療所 豊中市穂積一丁目９番１号 常　勤:    1　理事長　澤　登久雄 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 490440-11182 キッズクリニックやま〒560-0081 06-6872-9595山本　清一郎 山本　清一郎 平18. 5. 1小   診療所
     もと 豊中市新千里北町二丁目３３番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490540-11224 診療所ゆたか 〒560-0083 06-6831-7225社会福祉法人　大阪府中埜　粛 平18. 6. 1内   皮   精  診療所
     豊中市新千里西町二丁目７番２号常　勤:    1社会福祉事業団　理事 新規 整外 現存
     (医       1)長　行松　英明 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490640-11232 内藤眼科 〒560-0021 06-6840-7110内藤　哲行 内藤　哲行 平18. 7. 1眼   診療所
     豊中市本町二丁目１番２５号若林常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490740-11240 医療法人　優和会　ご〒561-0832 06-6336-5670医療法人　優和会　理郷司　和男 平18. 7. 1ひ   診療所
     うじ泌尿器科クリニッ豊中市庄内西町三丁目１０番１５常　勤:    1事長　郷司　和男 組織変更 現存
     ク 号ビッグ・ぺン・ゴールド　１階(医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490840-11265 伊藤内科クリニック 〒560-0002 06-6846-0005伊藤　直人 伊藤　直人 平18.11. 1内   診療所
     豊中市緑丘四丁目１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490940-11273 ｍｏｍ　ウィメンズク〒560-0002 06-4865-7007大迫　靖子 大迫　靖子 平18.11. 1婦   産   診療所
     リニック　おおさこ 豊中市緑丘四丁目１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491040-11299 すみだクリニック 〒561-0817 06-6334-3211住田　剛 住田　剛 平18.11. 1内   麻   診療所
     豊中市浜一丁目３０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491140-11315 ポプラクリニック 〒561-0862 06-6863-1111沖田　野江 沖田　野江 平18.12. 1内   循   診療所
     豊中市西泉丘三丁目２番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491240-11323 もりおか眼科 〒561-0832 06-6332-4146森岡　淳 森岡　淳 平18.12. 1眼   診療所
     豊中市庄内西町三丁目１番５号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンパティオ４階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491340-11349 医療法人　沢村内科 〒560-0081 06-6872-0323医療法人沢村内科　理澤村　昭彦 平19. 1. 1内   循   診療所
     豊中市新千里北町二丁目２１番２常　勤:    1事長　澤村　昭彦 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 491440-11356 医療法人廣仁会　直原〒560-0084 06-6871-0314医療法人廣仁会　理事直原　廣明 平19. 1. 1一般         9診療所
     ウィメンズクリニック豊中市新千里南町二丁目１１番１常　勤:    1長　直原　廣明 組織変更 産   婦   現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491540-11364 医療法人博祐会　つし〒561-0871 06-6337-6000医療法人博祐会　理事津嶋　博史 平19. 1. 1内   小   消  診療所
     ま内科クリニック 豊中市東寺内町３番２０号 常　勤:    1長　津嶋　博史 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491640-11380 医療法人美徳会　さの〒560-0053 06-6856-4371医療法人美徳会　理事佐野　升美 平19. 1. 1皮   診療所
     皮膚科クリニック 豊中市向丘三丁目１１番４７号ス常　勤:    1長　佐野　升美 組織変更 現存
     テップビル向丘Ｎ－２０１ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491740-11406 みなみ内科クリニック〒561-0862 06-4866-7033南　武志 南　武志 平19. 2. 1内   消   診療所
     豊中市西泉丘三丁目１番２５号八常　勤:    1 新規 現存
     重洲西泉丘ビル２０１号 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491840-11414 医療法人若葉会　豊中〒560-0003 06-6856-9550医療法人若葉会　理事吉本　明弘 平19. 3. 1一般       115病院
     若葉会病院 豊中市東豊中町五丁目１３番１８常　勤:    6長　西垣　秀尊 新規 内   外   整外現存
     号 (医       6) 平25. 3. 1リハ 放   透析
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491940-11430 たかせ内科医院 〒560-0012 06-6854-1010髙瀬　靖 髙瀬　靖 平19. 3. 1内   神内 消  診療所
     豊中市上野坂二丁目１４番３２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492040-11448 みねさきメンタルクリ〒561-0852 06-6865-0001峯﨑　恭彰 峯﨑　恭彰 平19. 4. 1心内 精   神  診療所
     ニック 豊中市服部本町二丁目２番６号オ常　勤:    1 新規 現存
     フィスプラザ服部 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492140-11455 はっとり耳鼻咽喉科・〒561-0812 06-6331-3387服部　康人 服部　康人 平19. 5. 1耳い アレ 診療所
     アレルギー科 豊中市北条町三丁目２番２４号Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     ＵＤＯメディカルビル (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492240-11463 しらいレディースクリ〒561-0862 06-6868-0461白井　孝昭 白井　孝昭 平19. 5. 1産   婦   診療所
     ニック 豊中市西泉丘三丁目１番２５号八常　勤:    1 新規 現存
     重洲西泉丘ビル２階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492340-11471 薗はじめクリニック 〒561-0802 06-6848-5823薗　はじめ 薗　はじめ 平19. 4. 1内   診療所
     豊中市曽根東町一丁目１１番４４常　勤:    1 継承 現存
     号　ビコロ曽根３階 (医       1) 平25. 4. 1
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 492440-11489 松原整形外科医院 〒560-0021 06-6853-0149松原　康秀 松原　康秀 平19. 6. 1整外 リウ 診療所
     豊中市本町六丁目８番４号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492540-11497 医療法人　笹岡医院 〒560-0082 06-6871-2021医療法人笹岡医院　理笹岡　厚子 平19. 7. 1眼   診療所
     豊中市新千里東町一丁目１番地３常　勤:    1事長　笹岡　厚子 組織変更 現存
     ＳＥＮＲＩＴＯよみうり　３階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492640-11505 医療法人　たかはし耳〒560-0004 06-6841-3311医療法人たかはし耳鼻高橋　佳文 平19. 7. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科クリニック 豊中市少路一丁目１４番１号　笹常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     源ビル２０３ (医       1)事長　高橋　佳文 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492740-11513 野村レディース心療ク〒561-0871 06-6385-9202野村　典子 野村　典子 平19. 8. 1心内 神   精  診療所
     リニック 豊中市東寺内町１３番１０号コー常　勤:    1 新規 現存
     ポ上原２階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492840-11539 医療法人博友会　ほう〒560-0085 06-6873-6633医療法人博友会　理事夏川　麻依 平19.10. 1内   外   精  診療所
     せんかクリニック 豊中市上新田三丁目１０番３６号常　勤:    1長　大森　洋介 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492940-11547 清本クリニック 〒561-0859 06-6865-1001清本　徹馬 清本　徹馬 平19.10. 1内   消   整外診療所
     豊中市服部豊町二丁目１番９号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493040-11554 すすむ皮フ科クリニッ〒561-0804 06-6862-4112宮島　進 宮島　進 平19.10. 1皮   アレ 形外診療所
     ク 豊中市曽根南町一丁目５番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493140-11562 はしもと内科クリニッ〒561-0875 06-6136-6505橋本　孝二 橋本　孝二 平19.11. 1内   消   診療所
     ク 豊中市長興寺北三丁目３番３号ア常　勤:    1 新規 現存
     ルテハイム緑地公園１０２ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493240-11596 医療法人メディカルユ〒560-0082 06-6873-2781医療法人メディカルユ小林　通公 平20. 1. 1眼   診療所
     ー　アツシアイクリニ豊中市新千里東町一丁目４番１号常　勤:    1ー　理事長　山崎　淳 新規 現存
     ック 阪急千里中央ビル２階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493340-11612 医療法人ひまわり　矢〒560-0004 06-6850-0909医療法人ひまわり　理矢吹　寛 平20. 2. 1一般        19診療所
     吹産婦人科少路クリニ豊中市少路二丁目９番２０号 常　勤:    1事長　矢吹　寛 新規 産婦 内   小  現存
     ック (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 493440-11653 医療法人　康生会　平〒561-0807 06-6853-5001医療法人康生会　理事石本　知一 平20. 4. 1療養       100病院
     成記念病院 豊中市原田中一丁目１６番４５号常　勤:    1長　武久　敬洋 新規 内   リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493540-11687 医療法人拓海会　神経〒561-0893 06-6841-2027医療法人拓海会　理事伊藤　英樹 平20. 4. 1内   神内 診療所
     内科クリニック 豊中市宝山町７番８号 常　勤:    4長　藤田　拓司 新規 現存
     (医       4) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493640-11711 医療法人真正会　真正〒560-0022 06-6849-1333医療法人真正会　理事佐々木　一憲 平20. 4. 1療養        55病院
     会病院 豊中市北桜塚三丁目７番３０号 常　勤:    1長　佐々木　一憲 移転 内   精   消  現存
     (医       1) 平26. 4. 1放   リハ 
     非常勤:   15 内科、消化器内
     (医      15) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493740-11729 医療法人　英進会　つ〒560-0022 06-6846-6160医療法人英進会　理事對馬　信子 平20. 4. 1内   循   診療所
     しまクリニック 豊中市北桜塚四丁目４番６－１０常　勤:    1長　良本　英彦 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493840-11737 多賀整形クリニック 〒561-0801 06-6845-1321多賀　一郎 多賀　一郎 平20. 6. 1整外 リハ 診療所
     豊中市曽根西町二丁目２番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493940-11745 一般財団法人関西労働〒560-0082 06-6873-2211一般財団法人　関西労望月　茂 平20. 6. 1内   診療所
     保健協会　附属千里Ｌ豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    2働保健協会　理事長　 新規 現存
     Ｃ第二診療所 千里ＬＣビル１２階 (医       2)今岡　渉 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494040-11752 やまもと内科 〒561-0832 06-6335-5533山本　浩 山本　浩 平20. 7. 1内   精   心内診療所
     豊中市庄内西町五丁目１番７７号常　勤:    1 新規 現存
     ガレリア西町ビル４階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494140-11760 医療法人一翠会　みど〒560-0082 06-6872-5851医療法人一翠会　理事白木　正裕 平20. 8. 1内   整外 診療所
     りクリニック 豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    2長　奥田　良和 新規 現存
     千里朝日阪急ビル３階 (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 494240-11778 医療法人奉誠会　豊川〒560-0004 06-6858-3000医療法人奉誠会　豊川豊川　奉 平20. 6.19内   外   整外診療所
     診療所 豊中市少路二丁目１０番１７号 常　勤:    1診療所　理事長　豊川 移転 リハ 現存
     (医       1)　奉 平26. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494340-11786 なかの外科クリニック〒560-0083 06-6872-0320中埜　肇 中埜　肇 平20. 7. 1外   内   整外診療所
     豊中市新千里西町三丁目３番３号常　勤:    2 移転 リハ 皮   現存
     (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494440-11794 医療法人徹樹会　福渡〒560-0032 06-6843-1446医療法人徹樹会　理事福渡　秀一郎 平20. 7. 1内   外   診療所
     医院 豊中市蛍池東町二丁目１０番７号常　勤:    2長　福渡　秀一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494540-11810 かきたクリニック 〒561-0831 06-6332-0200垣田　剛 垣田　剛 平20. 9. 1内   診療所
     豊中市庄内東町二丁目２番３号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンケービル　３階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494640-11828 ふくだ内科クリニック〒561-0812 06-6335-1112福田　雅行 福田　雅行 平20.10. 1内   診療所
     豊中市北条町三丁目２番２４号Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     ＵＤＯメディカルビル３階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494740-11836 藤戸クリニック 〒560-0021 06-6848-1111藤戸　努 藤戸　努 平20.10. 1内   診療所
     豊中市本町六丁目７番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494840-11844 医療法人森定小児科　〒560-0021 06-6854-9969医療法人森定小児科　森定　伸充 平20.11. 1小   診療所
     もりさだこどもクリニ豊中市本町二丁目１番２５号 常　勤:    1理事長　森定　伸充 新規 現存
     ック (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494940-11851 医療法人協和会　千里〒560-0082 06-6834-1100医療法人協和会　理事笠原　彰紀 平20.10. 1一般       300病院
     中央病院 豊中市新千里東町一丁目４番３号常　勤:   21長　北川　透 移転 療養       100現存
     (医      21) 平26.10. 1内   神内 外  
     非常勤:   10 整外 リハ 脳外
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495040-11885 にしだ耳鼻咽喉科 〒561-0882 06-4867-3020 田　吉直 田　吉直 平20.12. 1耳い 診療所
     豊中市南桜塚二丁目１番１０号コ常　勤:    1 新規 現存
     ープ桜塚１階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495140-11893 西川医院 〒560-0081 06-7175-0315西川　佳樹 西川　佳樹 平21. 1. 1内   小   診療所
     豊中市新千里北町一丁目４番８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 495240-11901 岸本クリニック 〒561-0801 06-6152-9507岸本　武 岸本　武 平20.12. 1皮   アレ 診療所
     豊中市曽根西町一丁目８番１４号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495340-11919 医療法人げんき会　川〒560-0003 06-6846-1800医療法人げんき会　理川口　悟 平21. 1. 1小   アレ 診療所
     口こどもクリニック 豊中市東豊中町四丁目６番３６号常　勤:    1事長　川口　悟 組織変更 現存
     細川メディカルビル１階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495440-11927 医療法人基翔会　ほり〒560-0003 06-6846-8080医療法人基翔会　理事堀江　基 平21. 1. 1内   整外 胃  診療所
     えクリニック 豊中市東豊中町四丁目６番３６号常　勤:    1長　堀江　基 組織変更 リハ 現存
     ２階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495540-11943 三田医院 〒561-0833 06-6331-3790三田　浩平 三田　浩平 平21. 1. 1精   心内 診療所
     豊中市庄内幸町三丁目４番２９号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495640-11950 さいばらこどもクリニ〒561-0832 06-6331-5531 原　久豊 原　久豊 平21. 2. 1小   診療所
     ック 豊中市庄内西町四丁目１番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495740-11984 みきこクリニック 〒561-0881 06-6841-3232中垣　美紀子 中垣　美紀子 平21. 4. 1内   心内 精  診療所
     豊中市中桜塚四丁目７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495840-11992 医療法人康生会　豊中〒561-0807 06-6841-3262医療法人　康生会　理松本　悟 平21. 4. 1療養       101病院
     平成病院 豊中市原田中一丁目１６番１８号常　勤:    4事長　武久　敬洋 組織変更 内   外   整外現存
     (医       4) 平27. 4. 1リハ 
     非常勤:   41
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495940-12008 山本内科クリニック 〒560-0052 06-6846-3792山本　貴洋 山本　貴洋 平21. 5. 1内   診療所
     豊中市春日町一丁目１２番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496040-12016 まるいクリニック 〒561-0861 06-6857-0192丸井　淸高 丸井　淸高 平21. 5. 1内   消   診療所
     豊中市東泉丘二丁目１４番８号ハ常　勤:    1 新規 現存
     イツオアシス１Ｆ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 496140-12032 医療法人一翠会　一翠〒560-0082 06-6872-5516医療法人一翠会　理事奥田　良和 平21. 7. 1外   内   診療所
     会千里中央健診センタ豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    1長　奥田　良和 新規 現存
     ー 千里朝日阪急ビル３階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496240-12057 篤友会　リハビリテー〒560-0083 06-6833-0131医療法人篤友会　理事高橋　紀代 平21. 8. 1リハ 脳外 診療所
     ションクリニック 豊中市新千里西町二丁目２４番１常　勤:    1長　坂本　勇二郎 新規 現存
     ８号ライフ＆シニアハウス千里中(医       1) 平27. 8. 1
     央１階 非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496340-12073 医療法人　細田耳鼻科〒560-0022 06-6853-0333医療法人細田耳鼻科Ｅ細田　泰男 平21. 7. 1耳い 診療所
     ＥＡＲ　ＣＬＩＮＩＣ豊中市北桜塚二丁目１番１３号 常　勤:    4ＡＲ　ＣＬＩＮＩＣ　 組織変更 現存
     (医       4)理事長　細田　泰男 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496440-12081 医療法人　ふじかわ小〒560-0002 06-4865-5020医療法人ふじかわ小児藤川　泰弘 平21. 7. 1小   診療所
     児科 豊中市緑丘四丁目１番２号イオン常　勤:    1科　理事長　藤川　泰 組織変更 現存
     豊中緑丘ショッピングセンター２(医       1)弘 平27. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496540-12099 なかむら消化器クリニ〒561-0832 06-4867-1923中村　素行 中村　素行 平21. 9. 1内   消   和漢診療所
     ック 豊中市庄内西町二丁目２２番８号常　勤:    1 新規 現存
     しま善ビル２階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496640-12115 澤木内科 〒561-0835 06-6332-2068澤木　政英 澤木　政英 平21. 8. 1内   循   小  診療所
     豊中市庄本町一丁目９番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496740-12123 さかい小児クリニック〒560-0083 06-6873-2337酒井　修 酒井　修 平21. 9. 1小   診療所
     豊中市新千里西町一丁目１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号Ｄ’グラフォート１階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496840-12131 医療法人祥風会　豊中〒561-0865 06-6855-2550医療法人祥風会　理事塩田　浩史 平21.10. 1内   整外 精  診療所
     みどりクリニック 豊中市旭丘１番１３号１階 常　勤:    1長　上田　澤子 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 496940-12149 野田げんきクリニック〒561-0882 06-6845-3700野田　勝久 野田　勝久 平21.10. 1内   消   リハ診療所
     豊中市南桜塚二丁目６番３０号カ常　勤:    1 新規 現存
     ワサキビル１Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497040-12164 しみず整形外科 〒560-0021 06-6854-5150清水　広太 清水　広太 平22. 1. 1整外 リハ 診療所
     豊中市本町三丁目８番６号ヴィラ常　勤:    1 継承 現存
     神尾１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497140-12172 医療法人章隆会　かみ〒560-0082 06-6155-1929医療法人章隆会　理事紙谷　章弘 平22. 1. 1心内 内   精  診療所
     たにクリニック 豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    1長　紙谷　章弘 組織変更 現存
     千里朝日阪急ビル４階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497240-12198 すみだクリニック 〒560-0002 06-6852-7808住田　竹男 住田　竹男 平22. 5. 1内   神内 診療所
     豊中市緑丘三丁目１１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497340-12222 医療法人廣仁会　じき〒560-0084 06-6871-1250医療法人廣仁会　理事湯川　知秀 平22. 8. 1小   診療所
     はらこどもクリニック豊中市新千里南町二丁目１１番７常　勤:    1長　直原　廣明 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497440-12255 医療法人　松永外科内〒560-0051 06-6855-5551医療法人松永外科内科松永　高晴 平22. 9.21外   内   整外診療所
     科 豊中市永楽荘一丁目１番６号 常　勤:    3　理事長　松永　高晴 移転 放   リハ 皮  現存
     (医       3) 平28. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497540-12263 医療法人　讃寿会　ミ〒561-0822 06-6336-5355医療法人　讃寿会　理三谷　賴永 平23. 1. 1内   心内 放  診療所
     クニ佐野クリニック 豊中市三国二丁目２番１８号 常　勤:    1事長　石川　律子 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497640-12271 いのはら眼科 〒561-0832 06-4867-2525猪原　博之 猪原　博之 平23. 2. 1眼   診療所
     豊中市庄内西町五丁目１－７７ガ常　勤:    1 新規 現存
     レリア西町ビル３Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497740-12289 医療法人　悠人会　高〒561-0881 06-4865-5311医療法人　悠人会　理髙島　保之 平23. 1. 1眼   アレ 診療所
     島眼科 豊中市中桜塚二丁目２０番１２号常　勤:    1事長　髙島　保之 組織変更 現存
     田中ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497840-12297 医療法人　はぐくみ会〒560-0004 06-6845-8989医療法人　はぐくみ会東出　崇 平23. 1. 1小   内   アレ診療所
     　はぐはぐキッズクリ豊中市少路二丁目９番２０号オピ常　勤:    2　理事長　東出　崇 組織変更 現存
     ニック タル２階 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
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 497940-12305 むやスキンクリニック〒560-0082 06-6872-7377撫養　宗信 撫養　宗信 平23. 2. 1皮   形外 診療所
     豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    1 移転 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(医       1) 平29. 2. 1
     ル８階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498040-12339 さかがみ眼科・皮膚科〒560-0082 06-6834-2500坂上　憲史 坂上　憲史 平23. 4. 1眼   皮   診療所
     豊中市新千里東町１－２－３ザ・常　勤:    2 新規 現存
     千里レジデンス２階 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498140-12354 雨森内科 〒560-0083 06-6872-0221雨森　明 雨森　明 平23. 3. 1内   診療所
     豊中市新千里西町３－３－２－２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498240-12362 医療法人篤友会　坂本〒561-0814 06-6332-0131医療法人篤友会　理事坂本　勇二郎 平23. 4. 1一般        72病院
     病院 豊中市豊南町東１丁目６番１号 常　勤:    7長　坂本　勇二郎 移転 療養       157現存
     (医       7) 平29. 4. 1内   皮   リハ
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498340-12370 坂本診療所 〒561-0831 06-6332-0132医療法人篤友会　理事水田　忠久 平23. 5. 1リハ 内   整外診療所
     豊中市庄内東町２丁目７番１３号常　勤:    2長　坂本　勇二郎 新規 耳い 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498440-12396 医療法人　藤田整形外〒560-0082 06-6872-2012医療法人藤田整形外科藤田　秀隆 平23. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     科 豊中市新千里東町１丁目２番３号常　勤:    1　理事長　藤田　秀隆 移転 現存
     ザ・千里レジデンス２０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498540-12412 キムクリニック 〒561-0829 06-6336-3746金　昌信 金　昌信 平23. 5. 1耳い 診療所
     豊中市千成町３丁目５番１６号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498640-12438 医療法人潤優会　千里〒560-0082 06-6155-3387医療法人潤優会　理事前田　秀典 平23. 9. 1耳い 診療所
     中央ＥＮＴクリニック豊中市新千里東町１－２－３ザ・常　勤:    1長　松谷　亮一 新規 現存
     千里レジデンス２０６ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498740-12453 整形外科水野クリニッ〒561-0859 06-6865-0117水野　琢 水野　琢 平23.11. 1整外 外   内  診療所
     ク 豊中市服部豊町１丁目３番２７号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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 498840-12461 大瀬戸内科 〒560-0004 06-6840-0088大瀬戸　奨 大瀬戸　奨 平23.11. 1内   診療所
     豊中市少路１丁目２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498940-12479 医療法人　永仁会　千〒560-0004 06-6856-1371医療法人　永仁会　理松永　美佳子 平23.11.10内   麻   リハ診療所
     里ペインクリニック 豊中市少路１丁目７番１８号 常　勤:    3事長　松永　美佳子 移転 現存
     (医       3) 平29.11.10
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499040-12495 上野内科 〒561-0859 06-6863-6835上野　博久 上野　博久 平24. 1. 1内   消   循  診療所
     豊中市服部豊町１丁目９番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499140-12503 むそうレディースクリ〒560-0026 06-6845-8630武曽　綾子 武曽　綾子 平24. 2. 1産婦 内   診療所
     ニック 豊中市玉井町二丁目２番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499240-12511 豊中市保健所 〒561-0881 06-6152-7307豊中市長　淺利　敬一松岡　太郎 平24. 4. 1内   小   診療所
     豊中市中桜塚４丁目１１－１ 常　勤:    1郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499340-12529 安藤眼科医院 〒561-0884 06-6852-0559安藤　誠 安藤　誠 平24. 4. 1眼   診療所
     豊中市岡町北３丁目２番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499440-12537 協和クリニック 〒560-0082 06-6834-1115森嵜　弘士 森嵜　弘士 平24. 4. 1内   循   精  診療所
     豊中市新千里東町１丁目４番３号常　勤:    4 組織変更 皮   現存
     (医       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499540-12545 医療法人　豊原医院 〒561-0831 06-6336-1166医療法人　豊原医院　豊原　大雄 平24. 6. 1内   消   診療所
     豊中市庄内東町１丁目４番１０号常　勤:    1理事長　豊原　大雄 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499640-12552 医療法人　原眼科医院〒560-0021 06-6852-0153医療法人　原眼科医院原　育子 平24. 7. 1眼   診療所
     豊中市本町１丁目９番２０号ラミ常　勤:    2　理事長　原　育子 組織変更 現存
     アーレ豊中２階 (医       2) 平24. 7. 1
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 499740-12586 医療法人　河野小児科〒560-0003 06-6854-6796医療法人　河野小児科河野　修造 平24.10. 1小   内   放  診療所
     豊中市東豊中町４丁目１２番１ 常　勤:    2　理事長　河野　修造 移転 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499840-12594 まみ眼科クリニック 〒561-0871 06-6318-6866日昔　真美 日昔　真美 平24.12. 1眼   診療所
     豊中市東寺内町１３番３号プラザ常　勤:    1 新規 現存
     カワバタ地下１階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499940-12602 医療法人碧江会　影山〒560-0083 06-6210-1616医療法人碧江会　理事影山　航 平25. 1. 1心内 精   診療所
     メンタルクリニック 豊中市新千里西町１丁目１番１０常　勤:    1長　影山　航 組織変更 現存
     ディーグラフォート千里中央１Ｆ(医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500040-12610 湯川耳鼻咽喉科 〒561-0872 06-4867-4600湯川　尚哉 湯川　尚哉 平25. 2. 1耳   診療所
     豊中市寺内２－３－４フローレス常　勤:    1 新規 現存
     緑地公園　１階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500140-12636 医療法人　緑和会　加〒560-0013 06-6840-3952医療法人　緑和会　理加地　到 平25. 1. 1内   消   アレ診療所
     地内科クリニック 豊中市上野東３丁目８番２４号 常　勤:    1事長　加地　到 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500240-12651 医療法人　千里中央駅〒560-0082 06-6318-5745医療法人　千里中央駅梶本　佳孝 平25. 1. 1内   循   呼  診療所
     前クリニック 豊中市新千里東町一丁目４番地２常　勤:    1前クリニック　理事長 組織変更 リウ アレ 現存
     千里ライフサイエンスセンター３(医       1)　梶本　佳孝 平25. 1. 1
     階 非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500340-12669 医療法人聖授会　緑・〒560-0004 06-6852-6886医療法人聖授会　理事清水　一亘 平25. 2. 1皮   外   内  診療所
     在宅クリニック 豊中市少路１丁目７番２１号介護常　勤:    1長　梶山　高志 新規 現存
     付有料老人ホーム　メルシー緑が(医       1) 平25. 2. 1
     丘１階 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500440-12677 医療法人ジェイエムシ〒561-0816 06-6334-1001医療法人ジェイエムシ入間　淑子 平23. 9. 1内   診療所
     ー会　未咲クリニック豊中市豊南町西三丁目２０番２号常　勤:    2ー会　理事長　入間　 新規 現存
     (医       2)淑子 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 500540-12685 永寿園とよなか診療所〒560-0084 06-6840-2211社会福祉法人大阪府社井上　敦雄 平25. 4. 1内   精   診療所
     豊中市新千里南町３丁目２番地の常　勤:    1会福祉事業団　理事長 新規 現存
     １２２ (医       1)　行松　英明 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500640-12701 ほっとメンタルクリニ〒561-0885 06-6848-6760八尋　美千代 八尋　美千代 平25. 6. 1心内 精   診療所
     ック 豊中市岡町８－２２原田ビル２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500740-12719 田中クリニック 〒560-0003 06-6151-3172田中　壽一 田中　壽一 平25. 7. 1内   外   呼  診療所
     豊中市東豊中町４丁目１番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500840-12727 大塚医院 〒561-0831 06-6334-0005大塚　宏治 大塚　宏治 平25. 6. 1内   循   診療所
     豊中市庄内東町１丁目７番１０号常　勤:    1 継承 現存
     庄内ドイビル２階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500940-12743 医療法人　幸愛会　り〒561-0802 06-6850-3339医療法人　幸愛会　理黒川　日華 平25. 7. 1婦   内   診療所
     かレディースクリニッ豊中市曽根東町１丁目２番１号阪常　勤:    2事長　黒川　日華 組織変更 現存
     ク 急曽根ビル２階 (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501040-12750 医療法人　春水会　お〒560-0082 06-6836-6305医療法人　春水会　理小野　義春 平25. 7. 1ひ   診療所
     の泌尿器科クリニック豊中市新千里東町１丁目４番２号常　勤:    1事長　小野　義春 組織変更 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(医       1) 平25. 7. 1
     ル１０階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501140-12768 社会医療法人彩樹　豊〒560-0004 06-6849-6100社会医療法人彩樹　理福永　惠 平25.10. 1内   透析 診療所
     中けいじん会クリニッ豊中市少路二丁目８番３号 常　勤:    3事長　岡　博史 新規 現存
     ク (医       3) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501240-12776 かねしろクリニック 〒560-0011 06-6850-0881金城　信雄 金城　信雄 平25.10. 2内   外   診療所
     豊中市上野西二丁目２０－２７エ常　勤:    1 新規 現存
     スコート本田１階 (医       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501340-12784 すずメンタルクリニッ〒560-0021 06-6850-7830関本　鈴香 関本　鈴香 平25.11. 1心内 精   診療所
     ク 豊中市本町１丁目１３番３４チェ常　勤:    1 新規 現存
     リオビル３階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 501440-12800 豊中千寿園クリニック〒560-0003 06-6857-0886社会福祉法人　諭心会東　隆雄 平26. 1. 1内   整外 診療所
     豊中市東豊中町６丁目１０番４７常　勤:    1　理事長　山路　孟 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501540-12818 医療法人　間クリニッ〒560-0004 06-6846-8301医療法人　間クリニッ間　浩史 平25.12. 1内   消   胃  診療所
     ク 豊中市少路一丁目１０番８号 常　勤:    2ク　理事長　間　浩史 組織変更 小   現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501640-12826 浅井眼科 〒561-0851 06-6864-0353浅井　晃 浅井　晃 平26. 1. 1眼   診療所
     豊中市服部元町１丁目９－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501740-12834 医療法人　創和会　か〒561-0872 06-6865-5300医療法人　創和会　理亀﨑　佐織 平26. 1. 1小   アレ 診療所
     めさきこども・アレル豊中市寺内二丁目１０番８号 常　勤:    1事長　亀﨑　佐織 組織変更 現存
     ギークリニック (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501840-12842 医療法人　桃花会　園〒560-0082 06-6155-1511医療法人　桃花会　理園田　桃代 平26. 1. 1婦   診療所
     田桃代ＡＲＴクリニッ豊中市新千里東町１丁目５番３号常　勤:    1事長　園田　桃代 組織変更 現存
     ク 千里朝日阪急ビル３Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501940-12859 医療法人　うめかげレ〒561-0851 06-4866-2323医療法人　うめかげレ梅影　秀史 平26. 1. 1一般 診療所
     ディースクリニック 豊中市服部元町１丁目１番７号 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更     一般     9現存
     (医       1)理事長　梅影　秀史 平26. 1. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502040-12883 仁科医院 〒560-0013 06-6852-5519仁科　昌久 仁科　昌久 平26. 4.28内   診療所
     豊中市上野東１丁目３番２４号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 4.28
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502140-12891 こうり痛みと漢方の医〒561-0832 06-6332-4114洪里　和良 洪里　和良 平26. 8. 1麻   内   診療所
     院 豊中市庄内西町３－１９－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502240-12925 医療法人律政会　都井〒560-0021 06-6857-0100医療法人律政会　理事都井　正剛 平26. 7. 1精   心内 神内診療所
     メンタルクリニック 豊中市本町一丁目２番５３号　高常　勤:    1長　都井　正剛 組織変更 現存
     山第３ビル８階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 502340-12941 医療法人麗央会　きう〒560-0033 06-6848-0005医療法人麗央会　理事木浦　宏真 平26. 7. 1ひ   診療所
     ら泌尿器科 豊中市蛍池中町三丁目２番１号ル常　勤:    1長　木浦　宏真 組織変更 現存
     シオーレＡ棟４０２号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502440-12958 坂口クリニック 〒560-0024 06-6846-1406坂口　正芳 坂口　正芳 平26. 9. 1内   透析 診療所
     豊中市末広町３丁目１６番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502540-12966 医療法人優仁会　かと〒560-0011 06-4865-8008医療法人優仁会　理事加藤　泰司 平26.10. 1整外 リウ リハ診療所
     う整形在宅クリニック豊中市上野西３丁目１７番２号 常　勤:    1長　加藤　泰司 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502640-12982 医療法人　築山内科 〒560-0026 06-6855-0721医療法人築山内科　理高井　惠子 平26.11. 1内   診療所
     豊中市玉井町一丁目２番１号豊中常　勤:    1事長　高井　惠子 移転 現存
     駅前ビルディング　２階西号室 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502740-13022 医療法人峯誠会　堀口〒561-0812 06-6334-0303医療法人峯誠会　理事堀口　誠 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 豊中市北条町１丁目２１番１５号常　勤:    1長　堀口　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502840-13030 医療法人幸明会　松下〒560-0082 06-6873-7800医療法人幸明会　理事松下　幸司 平27. 1. 1内   循   神内診療所
     内科クリニック 豊中市新千里東町一丁目２番３号常　勤:    1長　松下　幸司 組織変更 現存
     ザ・千里レジデンス２０１ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502940-13048 谷野医院 〒561-0801 06-6852-1271谷野　祐介 谷野　祐介 平27. 1. 1内   循   呼内診療所
     豊中市曽根西町２丁目３番２８号常　勤:    1 継承 消   小   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503040-13055 まなべ眼科 〒561-0812 06-6333-0200鷹羽　照子 鷹羽　照子 平27. 3. 1眼   診療所
     豊中市北条町１丁目２２番７－１常　勤:    1 継承 現存
     ０２号 (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503140-13063 和クリニック 〒560-0004 06-6844-7531德山　まどか 德山　まどか 平27. 5. 1精   診療所
     豊中市少路１丁目７番１６号メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルゲートビル３階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 503240-13089 医療法人アサコクリニ〒560-0004 06-6845-3320医療法人アサコクリニ朝子　晃憲 平27. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ック　アサコ整形外科豊中市少路１丁目７番１６号ＭＥ常　勤:    1ック　理事長　朝子　 新規 現存
     ・リウマチクリニックＤＩＣＡＬＧＡＴＥ　２階 (医       1)晃憲 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503340-13097 池田クリニック 〒561-0853 06-6863-5566池田　純 池田　純 平27. 4. 1内   胃   診療所
     豊中市服部南町２丁目１番１８号常　勤:    1 移転 現存
     サンワード１０１ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503440-13105 医療法人　前田内科 〒560-0082 06-6872-0335医療法人前田内科　理前田　健司 平27. 5. 1内   循   呼内診療所
     豊中市新千里東町３－５－２ 常　勤:    2事長　前田　健司 移転 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503540-13113 あおき・まるやまクリ〒560-0082 06-6873-7650青木　太郎 青木　太郎 平27. 7. 1内   消   外  診療所
     ニック 豊中市新千里東町１－１－３ＳＥ常　勤:    2 新規 現存
     ＮＲＩＴＯよみうり３０６ (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503640-13147 医療法人　ありたき小〒560-0082 06-6833-0105医療法人　ありたき小有瀧　健太郎 平27. 7. 1小   診療所
     児科 豊中市新千里東町１丁目１番３号常　勤:    2児科　理事長　有瀧　 移転 現存
     ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３Ｆ (医       2)健太郎 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503740-13162 医療法人　ふじわら医〒560-0021 06-6151-2552医療法人ふじわら医院藤原　耕三 平27. 7. 1内   外   整外診療所
     院 豊中市本町２丁目１番４５号渡邉常　勤:    1　理事長　藤原　耕三 組織変更 リハ 現存
     ビル１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503840-13170 谷皮フ科 〒561-0832 06-6332-5498谷　守 谷　守 平27. 9. 1皮   アレ 形外診療所
     豊中市庄内西町３－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503940-13188 社会医療法人彩樹　豊〒560-0004 06-6853-1700社会医療法人彩樹　理本間　太郎 平27. 9. 1一般 病院
     中緑ヶ丘病院 豊中市少路１－８－１２ 常　勤:   10事長　岡　博史 移転     一般    60現存
     (医      10) 平27. 9. 1外   内   消  
     非常勤:    5 皮   こう 整外
     (医       5) 放   ひ   循  
     形外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504040-13196 ごうクリニック 〒560-0044 06-6841-3520横矢　佳明 横矢　佳明 平27.10. 1内   小   診療所
     豊中市刀根山元町１０番３号中環常　勤:    1 新規 現存
     刀根山ビル１階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504140-13212 医療法人めぐみ会　奥〒561-0851 06-6865-1008医療法人めぐみ会　理奥田　譲治 平27.10. 1内   診療所
     田内科クリニック 豊中市服部元町２丁目３番２号 常　勤:    1事長　奥田　譲治 移転 現存
     (医       1) 平27.10. 1
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 504240-13220 かげやまクリニック 〒561-0831 06-6335-1400 山　敬久 山　敬久 平27.12. 1整外 リハ 内  診療所
     豊中市庄内東町２丁目７番１８号常　勤:    1 新規 現存
     ハイツオーキタ庄内１階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504340-13238 松本外科・胃腸内科医〒560-0022 06-6855-7676松本　友寛 松本　友寛 平27.12. 1外   胃   内  診療所
     院 豊中市北桜塚３丁目１番４８号 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504440-13253 やすこ耳鼻咽喉科クリ〒560-0053 06-6842-7001森　靖子 森　靖子 平28. 1. 1耳い 診療所
     ニック 豊中市向丘３－１１－４７ステッ常　勤:    1 新規 現存
     プビル向丘　Ｎ１０１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504540-13279 医療法人虹緑会　岸田〒560-0021 06-6843-1015医療法人虹緑会　理事岸田　堅 平28. 1. 1透析 内   循  診療所
     クリニック 豊中市本町５丁目６番３号 常　勤:    2長　岸田　堅 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504640-13287 医療法人豊明会　いぶ〒560-0003 06-6849-3387医療法人豊明会　理事林　伊吹 平28. 1. 1耳い アレ 気食診療所
     き耳鼻咽喉科 豊中市東豊中町六丁目１番２号豊常　勤:    1長　林　伊吹 組織変更 外   現存
     中大成ビル１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504740-13295 医療法人　志水医院 〒560-0021 06-6855-2334医療法人志水医院　理志水　清紀 平28. 1. 1ひ   内   診療所
     豊中市本町一丁目１１番１号豊中常　勤:    1事長　志水　清紀 組織変更 現存
     本町ビル４０１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504840-13303 医療法人瑞光会　しら〒560-0014 06-6843-1757医療法人瑞光会　理事白木　京子 平28. 1. 1眼   診療所
     き眼科 豊中市熊野町４－２０－９ 常　勤:    1長　白木　京子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504940-13311 医療法人志成会　阪本〒560-0082 06-4863-5488医療法人志成会　理事阪本　康夫 平28. 1. 1内   胃   消  診療所
     胃腸・外科クリニック豊中市新千里東町１丁目５番３号常　勤:    1長　阪本　康夫 組織変更 こう 外   現存
     千里朝日阪急ビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505040-13329 関西メディカル病院 〒560-0083 06-6836-1199社会医療法人純幸会　渡邉　太郎 平28. 5. 1一般       225病院
     豊中市新千里西町一丁目１番７の常　勤:   30理事長　渡邉　太郎 移転 内   消   循  現存
     ２号 (医      30) 平28. 5. 1外   整外 形外
     非常勤:   50 小   こう ひ  
     (医      50) 眼   耳い リハ
     放   麻   透析
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 505140-13337 関西メディカル病院付〒561-0858 06-6864-2301社会医療法人純幸会　冨田　純 平28. 6. 1内   透析 外  診療所
     属　豊中渡辺クリニッ豊中市服部西町三丁目１番８号 常　勤:    2理事長　渡邉　太郎 組織変更 耳い 眼   現存
     ク (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505240-13345 医療法人Ｈ＆Ｌ会　な〒560-0083 06-6834-3583医療法人Ｈ＆Ｌ会　理永谷　憲歳 平28. 6. 1内   循   呼  診療所
     がや内科　循環器内科豊中市新千里西町一丁目１番１０常　勤:    1事長　永谷　憲歳 組織変更 現存
     ・呼吸器内科 号Ｄ・グラフォート１Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505340-13360 みずほおおぞら診療所〒561-0891 06-6848-3644社会福祉法人大阪府社岸本　すみれ 平28. 9. 1内   整外 診療所
     豊中市走井三丁目５番３５号 常　勤:    1会福祉事業団　理事長 新規 現存
     (医       1)　行松　英明 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505440-13378 あかりクリニック 〒561-0884 06-6852-1050北野　宏幸 北野　宏幸 平28. 9. 1婦   内   産  診療所
     豊中市岡町北３丁目１－２２ 常　勤:    2 移転 小   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505540-13386 医療法人七施会　上辻〒561-0832 06-6331-2154医療法人七施会　理事上辻　浩夫 平28.10. 1内   診療所
     医院 豊中市庄内西町二丁目４番３号 常　勤:    1長　上辻　浩夫 移転 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505640-13394 まつした耳鼻いんこう〒560-0085 06-6836-7716松下　直樹 松下　直樹 平28.11. 1耳い 小   アレ診療所
     科 豊中市上新田２－２４－５０－１常　勤:    1 新規 現存
     上新田メディカルブリッジ２Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505740-13402 内科外科ためさん診療〒560-0085 06-6170-7575山本　爲義 山本　爲義 平28.11. 1内   外   消  診療所
     所 豊中市上新田２丁目２４番５０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505840-13410 医療法人貴朋会　少路〒560-0004 06-6856-4112医療法人貴朋会　理事箕田　朋子 平28.12. 1皮   診療所
     皮フ科クリニック 豊中市少路一丁目１４番１号笹源常　勤:    1長　宮本　貴子 新規 現存
     ビル２０４ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505940-13428 医療法人豊潤会　彭医〒561-0834 06-6335-0161医療法人豊潤会　理事彭　英峰 平28.12. 1内   外   診療所
     院 豊中市庄内栄町四丁目７番１４号常　勤:    1長　彭　英峰 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506040-13436 医療法人秀明会　杉浦〒560-0082 06-6835-3333医療法人秀明会　理事杉浦　正義 平28.12. 1心内 精   診療所
     こころのクリニック 豊中市新千里東町１丁目４番２号常　勤:    1長　杉浦　正義 移転 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(医       1) 平28.12. 1
     ル１６階
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 506140-13444 医療法人誠仁会　清光〒560-0035 06-6840-7666医療法人誠仁会　理事佐野　彰 平29. 1. 1内   外   消  診療所
     クリニック 豊中市箕輪二丁目２番２１号 常　勤:    1長　石原　政芳 継承 神内 皮   こう現存
     (医       1) 平29. 1. 1呼内 循   整外
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506240-13451 医療法人叡真会　栗田〒561-0881 06-6841-7671医療法人叡真会　理事德岡　優佳 平29. 3. 1内   外   胃  診療所
     医院 豊中市中桜塚一丁目７番１号 常　勤:    1長　德岡　優佳 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506340-13469 医療法人　ひらの耳鼻〒560-0054 06-6846-1881医療法人ひらの耳鼻咽平野　雅彦 平29. 3. 1耳い 診療所
     咽喉科 豊中市桜の町一丁目５番１３号 常　勤:    1喉科　理事長　平野　 組織変更 現存
     (医       1)雅彦 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506440-13477 田坂クリニック産婦人〒560-0082 06-6832-1200田坂　慶一 田坂　慶一 平29. 4. 1産婦 内   診療所
     科・内科 豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    1 移転 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(医       1) 平29. 4. 1
     ル１０階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506540-13485 にったペインクリニッ〒560-0053 06-6840-1300新田　一仁 新田　一仁 平29. 5. 1内   麻   診療所
     ク 豊中市向丘二丁目１２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506640-13501 さとみ内科クリニック〒561-0802 06-4865-3637里見　明俊 里見　明俊 平29. 5. 1呼   内   診療所
     豊中市曽根東町１丁目８番８号植常　勤:    1 新規 現存
     村ビル１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506740-13519 栗田整形外科 〒560-0032 06-6843-3636栗田　正憲 栗田　正憲 平29. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     豊中市蛍池東町２丁目６番２１号常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506840-13527 医療法人桜会　ないと〒561-0851 06-4866-7110医療法人桜会　理事長内藤　丈詞 平29. 7. 1内   循   整外診療所
     うクリニック 豊中市服部元町二丁目１番２８号常　勤:    1　松島　豊 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506940-13535 ヒロ内科女性のための〒560-0021 06-6152-8110加藤　広美 加藤　広美 平29. 7. 1内   和漢 消  診療所
     クリニック 豊中市本町５丁目８の６４ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 507040-13543 篤友会千里山クリニッ〒561-0872 06-6867-1161医療法人篤友会　理事 平29. 8. 1内   診療所
     ク 豊中市寺内２丁目１０番５号 常　勤:    1長　坂本　勇二郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507140-13550 医療法人篤友会　千里〒561-0831 06-6385-2395医療法人篤友会　理事松川　律 平29. 8. 1一般        59病院
     山病院 豊中市庄内東町二丁目７番１３号常　勤:    3長　坂本　勇二郎 移転 内   消   循  現存
     (医       3) 平29. 8. 1呼   アレ リハ
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507240-13568 医療法人香英会　 岡〒560-0082 06-6835-3222医療法人香英会　理事 岡　英一郎 平29. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科リウマチ科 豊中市新千里東町一丁目１番３号常　勤:    1長　 岡　英一郎 組織変更 現存
     ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507340-13576 医療法人　うちやま内〒560-0013 06-6152-6252医療法人うちやま内科内山　幸司 平29. 9. 1内   循   診療所
     科クリニック 豊中市上野東二丁目１９番２７号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)内山　幸司 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507440-13584 こうの整形外科・漢方〒560-0085 06-6170-5092廣野　大介 廣野　大介 平29.11. 1整外 リハ 内  診療所
     クリニック 豊中市上新田２丁目２４番５０－常　勤:    1 新規 和漢 現存
     １上新田メディカルブリッジ　１(医       1) 平29.11. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507540-13592 千里中央花ふさ皮ふ科〒560-0085 06-6872-1200花房　崇明 花房　崇明 平29.11. 1皮   アレ 小  診療所
     豊中市上新田２丁目２４番５０－常　勤:    1 新規 形外 現存
     １上新田メディカルブリッジ　３(医       1) 平29.11. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507640-13600 医療法人石川会　石川〒560-0084 06-6832-9000医療法人石川会　理事石川　貴巳 平29.11. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 豊中市新千里南町２丁目７番３号常　勤:    1長　石川　貴巳 移転 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507740-13618 松田内科 〒560-0021 06-6854-8668松田　高明 松田　高明 平29.11. 1内   消   呼内診療所
     豊中市本町１丁目１番１号　豊中常　勤:    1 継承 現存
     阪急ビル５Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507840-13626 医療法人　奥村クリニ〒561-0884 06-6845-6005医療法人奥村クリニッ奥村　幸康 平29.11.27内   胃   こう診療所
     ック 豊中市岡町北一丁目３番９号 常　勤:    1ク　理事長　奥村　幸 移転 現存
     (医       1)康 平29.11.27
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 507940-13634 Ｋクリニック 〒561-0881 06-6210-6776木田　裕也 木田　裕也 平30. 1. 1内   外   診療所
     豊中市中桜塚５丁目７－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508040-13642 天神クリニック 〒561-0858 06-6864-0688上田　譲 上田　譲 平30. 1. 1内   循   整外診療所
     豊中市服部西町２丁目８番８号 常　勤:    1 継承 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508140-13659 はじめクリニック 〒561-0881 06-7659-0299秋澤　一 秋澤　一 平30. 2. 1内   外   精  診療所
     豊中市中桜塚５丁目３番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508240-13667 医療法人真樹会　千里〒560-0082 06-6318-7788医療法人真樹会　理事江川　裕美 平30. 2. 1皮   形外 アレ診療所
     中央ゆみスキンクリニ豊中市新千里東町１－３せんちゅ常　勤:    1長　松原　弘明 継承 和漢 内   現存
     ック うパル４階４１２ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508340-13675 ゆう脳神経外科 〒560-0083 06-6155-4360後藤　雄子 後藤　雄子 平30. 4. 1脳外 神内 診療所
     豊中市新千里西町１丁目１番７の常　勤:    1 新規 現存
     １号レーベンビル千里中央３階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508440-13683 医療法人　西側こころ〒561-0831 06-6842-9210医療法人西側こころク 側　充宏 平30. 3. 1心内 精   診療所
     クリニック 豊中市庄内東町二丁目１番２３号常　勤:    1リニック　理事長　 組織変更 現存
     誠宏ビル２階 (医       1)側　充宏 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508540-13691 ミチヒラキクリニック〒561-0881 06-4866-5534奥村　真理子 奥村　真理子 平30. 4. 1眼   皮   診療所
     豊中市中桜塚３丁目１０番２３号常　勤:    1 新規 現存
     ヤングアート桜塚２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508640-13709 医療法人達成会　浅井〒560-0023 06-6841-8854医療法人達成会　理事浅井　達郎 平30. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 豊中市岡上の町四丁目１番７号パ常　勤:    1長　浅井　達郎 組織変更 現存
     ヴィヨン豊中１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 508740-13717 医療法人志公会　秋田〒561-0864 06-6843-9680医療法人志公会　理事秋田　雅弘 平30. 3. 1内   消   循  診療所
     内科医院 豊中市夕日丘一丁目１番５号阪急常　勤:    1長　秋田　雅弘 組織変更 現存
     共栄豊中ビル２階２０５ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508840-13725 医療法人山稜会　山本〒560-0083 06-6657-6640医療法人山稜会　理事山本　泰司 平30. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 豊中市新千里西町三丁目２番１号常　勤:    1長　山本　泰司 組織変更 現存
     ロイヤルアーク千里中央アーバン(医       1) 平30. 3. 1
     ステージ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508940-13733 医療法人拓柊会　ふな〒560-0004 06-6151-2107医療法人拓柊会　理事船越　俊幹 平30. 3. 1呼内 内   診療所
     こし呼吸器内科 豊中市少路一丁目７番１６号メデ常　勤:    1長　船越　俊幹 組織変更 現存
     ィカルゲート３Ａ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509041-01942 医療法人阪急共栄会　〒530-0017 06-6313-0126医療法人阪急共栄会　上木　昇 昭41. 3. 1内   放   診療所
     東阪急ビル診療所 大阪市北区角田町１番１号東阪急常　勤:    1理事長　上木　昇 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509141-02437 北村扇町診療所 〒530-0053 06-6312-0827北村　興一 北村　興一 昭44. 3. 1内   外   診療所
     大阪市北区末広町３番２１号星和常　勤:    1 新規 現存
     地所扇町ビル１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509241-02734 社会医療法人行岡医学〒530-0021 06-6371-9921社会医療法人　行岡医行岡　正雄 昭32.10. 1一般       235病院
     (41-62734 ) 研究会　行岡病院 大阪市北区浮田二丁目２番３号 常　勤:   39学研究会　理事長　行 新規 療養       112現存
     (医      37)岡　正雄 平29.10. 1整外 内   外  
     (歯       2) 精   心内 脳外
     非常勤:   49 リウ 皮   ひ  
     (医      47) 眼   耳い リハ
     (歯       2) 放   歯   歯外
     麻   消   小  
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509341-02874 医療法人阪急共栄会　〒530-0012 06-6372-3145医療法人阪急共栄会　浅見　好正 昭46.11. 1内   消   放  診療所
     北阪急ビル診療所 大阪市北区芝田一丁目４番８号北常　勤:    2理事長　上木　昇 現存
     阪急ビル３階 (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509441-03005 藤見放射線科内科 〒530-0001 06-6345-6600藤見　克彦 藤見　克彦 昭47. 7. 1放   内   診療所
     大阪市北区梅田一丁目３番１－２常　勤:    1 新規 現存
     ００号駅前第１ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 509541-03286 馬場耳鼻咽喉科麻酔科〒530-0041 06-6352-0069馬場　昭夫 馬場　昭夫 昭50. 2. 1耳い 麻   診療所
     大阪市北区天神橋六丁目３番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509641-03351 盛岡眼科 〒530-0057 06-6365-5058盛岡　清孝 盛岡　清孝 昭50. 8. 1眼   診療所
     大阪市北区曽根崎一丁目２番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509741-03591 ハマノ眼科阪急グラン〒530-0017 06-6315-6500濱野　啓子 濱野　啓子 昭52. 8. 1眼   診療所
     ドビル診療所 大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    4 新規 現存
     グランドビル２２階 (医       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509841-03815 坂上内科 〒530-0041 06-6351-2273坂上　 坂上　 昭54. 4. 1内   放   診療所
     大阪市北区天神橋二丁目３番１０常　勤:    1 新規 現存
     号　 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509941-03898 医療法人恒昭会　アイ〒530-0001 06-6344-0434医療法人恒昭会　理事谷　康洋 昭54.12. 1心内 精   診療所
     ノクリニック 大阪市北区梅田一丁目１番３－１常　勤:    2長　小山　郁夫 現存
     ８００ (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510041-03971 東洋紡株式会社附属診〒530-0004 06-6348-3282東洋紡株式会社　代表永田　正毅 昭55. 6.10内   診療所
     療所 大阪市北区堂島浜二丁目２番８号常　勤:    1取締役　楢原　誠慈 移転 現存
     (医       1) 平28. 6.10
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510141-04086 一般財団法人　日本予〒530-0047 06-6362-9063一般財団法人日本予防日野　孝 昭57. 1. 6内   放   婦  診療所
     防医学協会附属診療所大阪市北区西天満５－２－１８　常　勤:    2医学協会　代表理事　 移転 現存
     ウェルビーイング南森三共ビル東館 (医       2)神代　雅晴 平30. 1. 6
     町
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510241-04110 木村クリニック 〒530-0047 06(6365)9646木村　博子 木村　博子 昭57. 5. 1内   小   婦  診療所
     大阪市北区西天満４－１２－１７常　勤:    1 新規 リハ 現存
     サンキムラビル６Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 510341-04235 医療法人湖崎会　湖崎〒530-0001 06-6345-2174医療法人湖崎会　理事湖﨑　亮 昭58. 5. 1眼   診療所
     眼科梅田分院 大阪市北区梅田三丁目１番１号サ常　勤:    4長　湖﨑　淳 現存
     ウスゲートビル１７階 (医       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510441-04326 辰巳診療所 〒530-0041 06-6351-5971辰巳　葵 辰巳　葵 昭59. 2. 1内   胃   外  診療所
     大阪市北区天神橋三丁目６番２２常　勤:    1 新規 皮   ひ   こう現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510541-04516 一般財団法人関西労働〒530-0001 06-6345-2210一般財団法人　関西労今岡　渉 昭61.10. 1内   呼   消  診療所
     保健協会　附属アクテ大阪市北区梅田三丁目１番１号サ常　勤:    6働保健協会　理事長　 新規 循   婦   放  現存
     ィ診療所 ウスゲートビル１７階 (医       6)今岡　渉 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510641-04557 末澤クリニック 〒530-0043 06-6351-7317末澤　慶昭 末澤　慶昭 昭61.12. 1内   消   放  診療所
     大阪市北区天満二丁目７番１号末常　勤:    1 移転 現存
     澤ビル２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510741-04565 医療法人　せり原整形〒530-0041 06-6353-5503医療法人せり原整形外芹原　良平 昭62. 1. 1整外 外   皮  診療所
     外科 大阪市北区天神橋二丁目北１番１常　勤:    1科　理事長　芹原　良 組織変更 リハ 現存
     １号ステップイン南森町ビル２階(医       1)平 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510841-04664 大沼眼科 〒530-0012 06(6374)2455大沼　貴弘 大沼　貴弘 昭63. 5. 1眼   診療所
     大阪市北区芝田一丁目４番８号北常　勤:    1 新規 現存
     阪急ビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510941-04805 大阪整肢学院 〒531-0071 06-6371-5945社会福祉法人恩賜財団田中　博之 昭32.11. 1療養       100病院
     大阪市北区中津二丁目２番２２号常　勤:    2済生会支部大阪府済生 新規 リハ 現存
     (医       2)会　支部長　岡上　武 平29.11. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511041-04821 中嶋医院 〒531-0072 06-6371-5547米田　日枝 米田　日枝 昭37. 7. 1内   小   診療所
     大阪市北区豊崎一丁目８番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 511141-04854 社会医療法人協和会　〒531-0041 06-6351-5381社会医療法人　協和会加納　繁照 昭43.11. 1一般       247病院
     加納総合病院 大阪市北区天神橋七丁目５番１５常　勤:   25　理事長　加納　繁照 新規 療養        53現存
     号 (医      25) 平28.11. 1内   外   小  
     非常勤:   29 皮   ひ   婦  
     (医      29) 眼   耳い リハ
     臨床 救命 消  
     透析 循   神内
     こう 整外 脳外
     形外 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511241-04995 篠原肛門科 〒531-0062 06-6352-1950篠原　憲次 篠原　憲次 昭56. 6. 1一般         3診療所
     大阪市北区長柄中一丁目３番１５常　勤:    1 新規 こう 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511341-05034 岡本医院 〒531-0071 06(6371)0567岡本　政和 岡本　政和 昭57. 8. 1皮   ひ   診療所
     大阪市北区中津３－１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511441-05042 鈴木小児科 〒531-0074 06-6373-1215鈴木　揚子 鈴木　揚子 昭59. 4. 1小   診療所
     大阪市北区本庄東一丁目１８番８常　勤:    1 新規 現存
     号ベルハイツ１階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511541-05059 杉立クリニック 〒531-0071 06-6372-0876杉立　山治 杉立　山治 昭59. 5. 1整外 内   診療所
     大阪市北区中津一丁目１２番１１常　勤:    1 移転 現存
     －２０２ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511641-05075 若尾医院 〒531-0076 06-6458-0071若尾　豊一 若尾　豊一 昭62. 5. 1内   産婦 診療所
     大阪市北区大淀中二丁目２番１３常　勤:    1 新規 現存
     号ユニハイム１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511741-05083 社会医療法人協和会　〒531-0041 06-6351-2228社会医療法人協和会　加納　徳照 昭62. 7. 1内   外   ひ  診療所
     北大阪クリニック 大阪市北区天神橋七丁目６番２１常　勤:    1理事長　加納　繁照 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511841-05109 医療法人　西村耳鼻咽〒530-0017 06-6315-7771医療法人西村耳鼻咽喉西村　啓三 昭64. 1. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    2科　理事長　西村　啓 組織変更 現存
     グランドビル２２階 (医       2)三 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 511941-05117 医療法人　八杉クリニ〒530-0033 06-6353-0505医療法人八杉クリニッ八杉　誠 昭64. 1. 1内   小   外  診療所
     ック 大阪市北区池田町１番７５号スト常　勤:    1ク　理事長　八杉　誠 組織変更 放   現存
     ークマンション１０１－１０３号(医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512041-05141 医療法人　小山眼科 〒531-0072 06-6371-6529医療法人小山眼科　理小山　賢二 昭64. 1. 1眼   診療所
     大阪市北区豊崎三丁目１５番１４常　勤:    1事長　小山　賢二 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512141-05182 医療法人　恩地耳鼻咽〒530-0041 06-6351-8133医療法人恩地耳鼻咽喉恩地　浩之 昭49. 2. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市北区天神橋二丁目５番２２常　勤:    1科　理事長　恩地　浩 組織変更 現存
     号佐藤ビル１階 (医       1)之 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512241-05315 医療法人　篠原医院 〒531-0062 06-6351-7218医療法人篠原医院　理篠原　良洋 平 2. 1. 1内   胃   整外診療所
     大阪市北区長柄中一丁目３番１５常　勤:    1事長　篠原　良洋 組織変更 皮ひ リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512341-05471 医療法人　京医院 〒531-0074 06-6371-0080医療法人　京医院　理京　具成 平 3. 1. 1一般    診療所
     大阪市北区本庄東一丁目２４－８常　勤:    1事長　京　具成 組織変更 整外 内   外  現存
     (医       1) 平30. 1. 1リハ 皮   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512441-05521 橋岡診療所 〒531-0072 06-6373-0263橋岡　龍也 橋岡　龍也 平 3. 6. 1内   小   診療所
     大阪市北区豊崎三丁目１５－９第常　勤:    1 新規 現存
     ２ショーレイビル２Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512541-05653 川島産婦人科クリニッ〒530-0041 06-6351-2374医療法人川島会　理事野村　裕 平 4. 1. 1一般        10診療所
     ク 大阪市北区天神橋五丁目５番２３常　勤:    2長　川島　文雄 組織変更 産婦 現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512641-05679 樋口医院 〒531-0073 06-6375-3636樋口　徹 樋口　徹 平 4. 2. 1内   消   小  診療所
     大阪市北区本庄西二丁目５番２６常　勤:    1 移転 外   こう リハ現存
     号 (医       1) 平28. 2. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512741-05760 福永診療所 〒530-0004 06-6348-1667福永　誠夫 福永　誠夫 平 4. 9. 1内   リハ 診療所
     大阪市北区堂島浜二丁目１番２９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512841-05794 医療法人恵生会　恵生〒530-0013 06-6377-5620医療法人恵生会　理事良元　文弘 平 4.11. 1内   診療所
     会アプローズタワーク大阪市北区茶屋町１９番１９号阪常　勤:    3長　堀内　真人 新規 現存
     リニック 急茶屋町ビルディング７階 (医       3) 平28.11. 1
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 512941-05802 医療法人　藤林クリニ〒530-0012 06-6373-7887医療法人藤林クリニッ中山　麻里 平 5. 1. 1内   放   診療所
     ック 大阪市北区芝田二丁目６番３０号常　勤:    1ク　理事長　中山　麻 組織変更 現存
     梅田清和ビル５階 (医       1)里 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513041-05901 医療法人湖稲会　稲葉〒530-0001 06-6343-2174医療法人湖稲会　理事稲葉　昌丸 平 5. 3. 1眼   診療所
     眼科 大阪市北区梅田一丁目３番１－１常　勤:    1長　稲葉　昌丸 移転 現存
     ００大阪駅前第１ビル１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513141-05927 社会福祉法人　幸聖福〒531-0073 06-6371-6233社会福祉法人幸聖福祉中村　勝 平 5. 5. 1内   外   診療所
     祉会診療所 大阪市北区本庄西二丁目６番１５常　勤:    1会　理事長　伊藤　良 新規 現存
     号 (医       1)夏 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513241-05992 石村内科循環器科 〒530-0041 06-6353-1088石村　孝夫 石村　孝夫 平 5.11. 1内   循   診療所
     大阪市北区天神橋四丁目７番１３常　勤:    1 新規 現存
     号イトーピア扇町ビル２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513341-06040 医療法人　小杉整形外〒530-0001 06-6347-0012医療法人　小杉整形外小杉　祐一 平 6. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科 大阪市北区梅田三丁目１－１大阪常　勤:    1科　理事長　小杉　祐 組織変更 現存
     ターミナルビル１７Ｆ (医       1)一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513441-06107 安達クリニック 〒530-0037 06-6358-1008安達　一哉 安達　一哉 平 6. 5. 1内   外   整外診療所
     大阪市北区松ケ枝町１－３いちご常　勤:    1 移転 皮   リハ 現存
     南森町ビル１階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513541-06149 医療法人　藤平胃腸科〒530-0017 06(6315)7755医療法人藤平胃腸科・藤平　 宏 平 6. 7. 1内   消   放  診療所
     ・放射線科 大阪市北区角田町８－４７阪急グ常　勤:    1放射線科　理事長　藤 組織変更 現存
     ランドビル２２階 (医       1)平　 宏 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513641-06362 粉川眼科 〒530-0001 06-6346-0025粉川　弥栄子 粉川　弥栄子 平 7. 7. 1眼   診療所
     大阪市北区梅田一丁目２番２－２常　勤:    1 組織変更 現存
     ００号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513741-06404 医療法人恒尚会　兵田〒530-0001 06-6341-5255医療法人恒尚会　理事片岡　晃哉 平 7.11. 1外   整外 麻  診療所
     クリニック 大阪市北区梅田一丁目１番３－１常　勤:    1長　兵田　暁 組織変更 リハ リウ 現存
     ８００号大阪駅前第３ビル１８階(医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 513841-06412 医療法人　石井クリニ〒530-0031 06-6357-3313医療法人石井クリニッ石井　豊 平 8. 1. 1外   内   胃  診療所
     ック 大阪市北区菅栄町１０番１２号 常　勤:    1ク　理事長　石井　豊 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513941-06420 医療法人つとむ会　澤〒530-0001 06-6343-1414医療法人つとむ会　澤澤田　宏子 平 8. 1. 1内   循   小  診療所
     田内科医院 大阪市北区梅田一丁目２番２－２常　勤:    2田内科医院　理事長　 組織変更 放   呼   皮  現存
     ００号 (医       2)澤田　幸男 平29. 1. 1消   胃   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514041-06438 医療法人　みなとクリ〒531-0063 06-6356-7381医療法人みなとクリニ湊　宏司 平 8. 1. 1内   外   整外診療所
     ニック 大阪市北区長柄東一丁目４番さざ常　勤:    1ック　理事長　湊　宏 組織変更 リハ 現存
     なみ団地２４号棟１０２ (医       1)司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514141-06446 そんクリニック 〒530-0012 06-6374-5115孫田　虎鉄 孫田　虎鉄 平 8. 2. 1精   神   心内診療所
     大阪市北区芝田二丁目９番１７号常　勤:    1 新規 現存
     マエダビル２０１号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514241-06487 医療法人渡辺医学会　〒530-0001 06-6341-8651医療法人渡辺医学会　渡邉　眞一郎 平 8. 1. 1一般       171病院
     桜橋渡辺病院 大阪市北区梅田二丁目４番３２号常　勤:   31理事長　渡邉　眞一郎 組織変更 内   循   外  現存
     (医      31) 平29. 1. 1放   心外 リハ
     非常勤:    8 消   呼   麻  
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514341-06503 加藤皮膚科 〒530-6012 06-6356-3312加藤　順子 加藤　順子 平 8. 4. 1皮   診療所
     大阪市北区天満橋一丁目８番３０常　勤:    1 新規 現存
     号ＯＡＰタワー１２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514441-06594 医療法人　杉浦内科オ〒530-6012 06-6351-1600医療法人　杉浦内科　杉浦　卓 平 8. 6. 1内   心内 精  診療所
     ーエーピー診療所 大阪市北区天満橋一丁目８番３０常　勤:    1理事長　杉浦　卓 新規 現存
     号ＯＡＰタワービル１２階 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514541-06602 医療法人　小山医院 〒530-0047 06-6364-6202医療法人小山医院　理小山　春海 平 8. 7. 1一般         2診療所
     大阪市北区西天満二丁目２番１号常　勤:    1事長　小山　春海 組織変更 胃   外   内  現存
     (医       1) 平29. 7. 1こう 整外 リハ
     非常勤:    1 放   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 514641-06792 医療法人今心会　いと〒530-0001 06-6346-5212医療法人今心会　理事伊東　詩織 平 9. 7. 1皮   診療所
     う皮膚科クリニック 大阪市北区梅田三丁目１番１号サ常　勤:    1長　伊東　詩織 組織変更 現存
     ウスゲートビル１７階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514741-06800 浜口クリニック 〒530-0012 06-6371-2136医療法人東京整形　理濵口　雅光 平 9. 7. 1形外 皮   ひ  診療所
     大阪市北区芝田一丁目１番２７号常　勤:    1事長　濵口　雅光 組織変更 現存
     サセ梅田ビル６階７階８階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514841-06826 医療法人　林クリニッ〒530-0012 06-6372-1163医療法人林クリニック林　陸生 平 9. 7. 1胃   内   診療所
     ク 大阪市北区芝田二丁目７番１８号常　勤:    1　理事長　林　陸生 組織変更 現存
     オーエックス梅田ビル新館１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514941-06891 センプククリニック 〒530-0047 06-6366-8778千福　貞博 千福　貞博 平 9.11. 1内   アレ 心内診療所
     大阪市北区西天満四丁目６番１４常　勤:    2 継承 循   皮   現存
     号 (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515041-06909 イークリニック 〒531-0073 06-6292-0155李　雲柱 李　雲柱 平10. 1. 1内   呼   リハ診療所
     大阪市北区本庄西一丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号ナオミビル１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515141-07063 ハマノ眼科阪急診療所〒530-0012 06-6372-1600濱野　孝 濱野　孝 平10. 7. 1眼   診療所
     大阪市北区芝田一丁目１番３号阪常　勤:    4 継承 現存
     急電鉄梅田駅２階 (医       4) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515241-07097 医療法人　越田クリニ〒530-0017 06-6316-6090医療法人　越田クリニ越田　光伸 平10.10. 1一般    診療所
     ック 大阪市北区角田町１番１２号 常　勤:    4ック　理事長　越田　 新規 婦   ひ   現存
     (医       4)光伸 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515341-07121 本出診療所 〒530-0035 06-6353-0012本出　肇 本出　肇 平10.11. 1消   内   外  診療所
     大阪市北区同心一丁目８番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515441-07154 医療法人一樹会　大阪〒530-0001 06-6341-1556医療法人　一樹会　理富山　達大 平11. 1. 1婦   ひ   診療所
     ニューアートクリニッ大阪市北区梅田二丁目６番２０号常　勤:    2事長　富山　達大 組織変更 現存
     ク パシフィックマークス西梅田１０(医       2) 平29. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515541-07162 田上医院 〒531-0074 06-6371-1454田上　大作 田上　大作 平11. 1. 1内   麻   リハ診療所
     大阪市北区本庄東一丁目１番１８常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 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   568 頁

 515641-07170 医療法人コスモス会　〒530-0041 06-6351-1991医療法人　コスモス会藤本　啓治 平11. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     フジモト整形外科 大阪市北区天神橋六丁目５番７号常　勤:    2　理事長　藤本　可芳 新規 現存
     天六ビル３階 (医       2)子 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515741-07188 菅本医院 〒531-0071 06-6371-4080菅本　育子 菅本　育子 平11. 2. 9内   整外 皮  診療所
     大阪市北区中津四丁目５番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 2. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515841-07196 辻クリニック 〒530-0002 06-6456-0555辻　景俊 辻　景俊 平11. 5. 1消   内   放  診療所
     大阪市北区曽根崎新地二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ４－１０３号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515941-07220 大北メディカルクリニ〒530-0001 06-6344-0380松永　敦 松永　敦 平11. 6. 1耳い 気食 リウ診療所
     ック 大阪市北区梅田一丁目１２番１７常　勤:    1 継承 現存
     号梅田スクエアビルディング４階(医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516041-07279 斎藤神経科 〒530-0017 06-6315-7710齋藤　直己 齋藤　直己 平11. 8. 9神   精   診療所
     大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    1 継承 現存
     グランドビル２２階クリニックセ(医       1) 平29. 8. 9
     ンター
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516141-07287 前野眼科 〒531-0062 06-6351-6348前野　淳子 前野　淳子 平11.11. 1眼   診療所
     大阪市北区長柄中一丁目２番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516241-07352 医療法人　さたクリニ〒531-0062 06-6358-2503医療法人　さたクリニ佐田　博之 平11.11.10一般         3診療所
     ック 大阪市北区長柄中一丁目５番１６常　勤:    1ック　理事長　佐田　 移転 婦   皮ひ リハ現存
     号グランドール有本１階 (医       1)博之 平29.11.10麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516341-07386 医療法人　順育会　田〒530-0012 06-6372-5588医療法人　順育会　理田中　順子 平12. 1. 1神   精   小  診療所
     中北梅田クリニック 大阪市北区芝田二丁目８番１０号常　勤:    2事長　田中　順子 組織変更 内   現存
     光栄ビル３階 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516441-07402 貝原皮膚科 〒530-0057 06-6361-5672貝原　弘章 貝原　弘章 平12. 5. 1皮   診療所
     大阪市北区曽根崎一丁目８番４号常　勤:    1 新規 現存
     　楓ビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
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 516541-07428 社会福祉法人　北慶会〒530-0026 06-6311-4652社会福祉法人　北慶会網本　久敬 平12. 5. 1内   診療所
     　北野よろこび苑 大阪市北区神山町１５番１２号 常　勤:    1　理事長　 村　長久 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516641-07444 樋口医院 〒531-0062 06-6351-3931大西　洋子 大西　洋子 平12. 4. 1内   小   ひ  診療所
     大阪市北区長柄中一丁目６番６号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516741-07485 健康保険組合連合会　〒530-0001 06-4795-5505健康保険組合連合会　大橋　秀一 平12. 6. 5一般       143病院
     大阪中央病院 大阪市北区梅田三丁目３番３０号常　勤:   41会長　大塚　陸毅 移転 内   外   整外現存
     (医      41) 平30. 6. 5形外 皮   ひ  
     非常勤:   53 婦   眼   耳い
     (医      53) 放   麻   消  
     循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516841-07493 加納内科 〒530-0005 06-6445-1103加納　康至 加納　康至 平12. 4.22内   循   診療所
     大阪市北区中之島六丁目２番２７常　勤:    1 継承 現存
     号中之島センタービル１８階 (医       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516941-07501 医療法人　大歳内科 〒530-0017 06-6315-7700医療法人　大歳内科　大歳　健太郎 平12. 7. 1内   診療所
     大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    1理事長　大歳　健太郎 組織変更 現存
     グランドビル２２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517041-07535 一般財団法人　住友病〒530-0005 06-6443-1261一般財団法人　住友病松沢　佑次 平12. 9. 1一般       499病院
     (41-67535 ) 院 大阪市北区中之島五丁目３番２０常　勤:  156院　理事長　森川　敏 移転 内   透析 循  現存
     号 (医     155)雄 平24. 9. 1消   呼内 神内
     (歯       1) 精   外   心外
     非常勤:   93 呼外 整外 婦  
     (医      91) 小   眼   耳い
     (歯       2) 皮   ひ   形外
     放   麻   リハ
     歯   病理 脳外
     救命 リウ 美外
     放射線科、放射
     線診断科、放射
     線治療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517141-07543 医療法人　山尾診療所〒530-0041 06-6352-4288医療法人　山尾診療所山尾　一磨 平12.10. 1内   循   診療所
     大阪市北区天神橋二丁目４番２２常　勤:    1　理事長　山尾　一磨 移転 現存
     号 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 517241-07550 若月クリニック 〒531-0072 06-6372-2002若月　晶 若月　晶 平12.12. 1ひ   診療所
     大阪市北区豊崎一丁目６番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517341-07568 斎堂森本クリニック〒530-0041 06-4800-3010森本　眞美 森本　眞美 平12.12. 1麻   内   リハ診療所
     大阪市北区天神橋五丁目７番１０常　勤:    1 新規 現存
     号さかしん天神橋ビル２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517441-07584 医療法人育祥会　須澤〒530-0012 06-6376-4746医療法人　育祥会　理吉田　寛二 平12.12. 1循   内   診療所
     クリニック 大阪市北区芝田一丁目４番１４号常　勤:    1事長　須澤　徹之 移転 現存
     芝田町ビル７階 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517541-07592 医療法人　河野医院 〒530-0041 06-6351-3829医療法人河野医院　理河野　通律 平13. 1. 1一般         2診療所
     大阪市北区天神橋三丁目１番１０常　勤:    1事長　河野　通律 組織変更 内   リウ 整外現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1循   消   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517641-07618 堂島わたなべクリニッ〒530-0003 06-6345-6611渡邊　省吾 渡邊　省吾 平13. 2. 1内   外   リハ診療所
     ク 大阪市北区堂島二丁目２番２号近常　勤:    1 新規 現存
     鉄堂島ビル (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517741-07659 耳鼻咽喉科しおたにク〒530-0041 06-4801-3687塩谷　隼人 塩谷　隼人 平13. 3. 1耳い 診療所
     リニック 大阪市北区天神橋六丁目６番１９常　勤:    1 新規 現存
     号エレガントビル南館２０１号室(医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517841-07675 医療法人聖誕会　うめ〒531-0072 06-6371-0363医療法人聖誕会　理事山下　能毅 平13. 1. 1産婦 ひ   診療所
     だファティリティーク大阪市北区豊崎三丁目１７番６号常　勤:    3長　山下　能毅 移転 現存
     リニック (医       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517941-07691 中村ファミリークリニ〒531-0073 06-6371-8522中村　勝 中村　勝 平13. 5. 1外   内   リハ診療所
     ック 大阪市北区本庄西二丁目６番１６常　勤:    1 新規 現存
     号ミレニアムビル２階，３階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518041-07717 医療法人二十一会　ソ〒530-0001 06-4796-5656医療法人二十一会　理土井　貴明 平13. 7. 1皮   形外 整外診療所
     ノクリニック 大阪市北区梅田一丁目１番３－２常　勤:    2事長　薗　雅宏 組織変更 現存
     ００号大阪駅前第３ビル２階４９(医       2) 平25. 7. 1
     号 非常勤:    1
     (医       1)
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 518141-07766 医療法人　野瀬クリニ〒530-0001 06-6348-9030医療法人　野瀬クリニ仲野　由季子 平13. 9. 1小   診療所
     ック 大阪市北区梅田一丁目２番２－２常　勤:    2ック　理事長　仲野　 移転 現存
     ００号大阪駅前第２ビル２階 (医       2)由季子 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518241-07774 公益財団法人　田附興〒530-8480 06-6312-1221公益財団法人　田附興吉村　長久 平13. 9. 1一般       687地域支援
     風会　医学研究所　北大阪市北区扇町二丁目４番２０号常　勤:  300風会　理事長　上本　 移転 精神        12病院
     野病院 (医     300)伸二 平25. 9. 1内   神内 小  現存
     非常勤:  157 精   外   形外
     (医     157) 呼外 脳外 整外
     麻   産婦 眼  
     皮   ひ   耳い
     放   リハ 小外
     循   消   呼  
     心内 心外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518341-07782 医療法人　森下眼科 〒530-0041 06-6353-1399医療法人　森下眼科　森下　清文 平13. 9. 1眼   診療所
     大阪市北区天神橋五丁目６番１３常　勤:    1理事長　森下　清文 移転 現存
     号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518441-07808 田中内科 〒530-0004 06-6344-3003田中　裕也 田中　裕也 平13.11. 1内   循   呼  診療所
     大阪市北区堂島浜二丁目１番３号常　勤:    1 新規 現存
     堂島クレイドルビル２階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518541-07873 中野内科医院 〒530-0002 06-6346-1107中野　厚 中野　厚 平14. 4. 1内   アレ リハ診療所
     大阪市北区曽根崎新地二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号桜橋深川ビル３階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518641-07907 大原クリニック 〒530-0021 06-6371-3330大原　裕彦 大原　裕彦 平14. 8. 1ひ   皮   内  診療所
     大阪市北区浮田二丁目１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     アパ大阪天六ビル６階 (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518741-07923 ヤマダ医院 〒531-0072 06-6372-8558山田　勝彦 山田　勝彦 平14. 9. 1内   呼   診療所
     大阪市北区豊崎五丁目６番１０号常　勤:    1 新規 現存
     商業ビル１階１０３号室 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518841-07931 さいか耳鼻咽喉科 〒531-0073 06-6377-3387雜賀　孝昇 雜賀　孝昇 平14. 9. 1耳い 診療所
     大阪市北区本庄西二丁目６番１６常　勤:    1 新規 現存
     号ミレニアムビル１階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518941-08004 田淵医院 〒530-0043 06-6351-4873田淵　義勝 田淵　義勝 平15. 1. 1内   診療所
     大阪市北区天満一丁目１９番１号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
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 519041-08012 医療法人渡辺医学会　〒530-0001 06-6345-2171医療法人渡辺医学会　林　孝之 平15. 1. 1内   診療所
     桜橋渡辺病院附属駅前大阪市北区梅田一丁目１番３－１常　勤:    1理事長　渡邉　眞一郎 組織変更 現存
     第三ビル診療所 ８００号大阪駅前第三ビル１８階(医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519141-08095 太田診療所 〒530-0041 06-6351-0616太田　祥彦 太田　祥彦 平15. 7. 1内   皮   外  診療所
     大阪市北区天神橋六丁目２番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519241-08137 クリニック　小早川 〒530-0041 06-4801-0212小早川　清 小早川　清 平15. 9. 1内   外   アレ診療所
     大阪市北区天神橋二丁目２番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519341-08210 医療法人豊仁会　分院〒530-0001 06-6341-9000医療法人豊仁会　理事荻野　仁 平16. 1. 1耳い 診療所
     荻野耳鼻咽喉科 大阪市北区梅田二丁目４番３６号常　勤:    1長　荻野　瑠美 新規 現存
     上島ビル５階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519441-08228 ハタノクリニック 〒530-0033 06-6351-5078波多野　泉 波多野　泉 平15.12. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪市北区池田町１５番６号 常　勤:    2 継承 婦   内   現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519541-08244 北村眼科医院 〒531-0074 06-6371-1594北村　拓也 北村　拓也 平16. 1. 1眼   診療所
     大阪市北区本庄東一丁目１番１０常　勤:    1 継承 現存
     号ＲＩＳＥ８８ビル１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519641-08251 循環器科・内科不藤医〒530-0052 06-6311-3796不藤　哲郎 不藤　哲郎 平16. 1. 1循   内   診療所
     院 大阪市北区南扇町７番２号センチ常　勤:    1 継承 現存
     ュリーパークユニ東梅田１０２ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519741-08269 医療法人豊仁会　荻野〒530-0001 06-6341-0003医療法人豊仁会　理事荻野　瑠美 平16. 1.19産婦 内   診療所
     レディースクリニック大阪市北区梅田二丁目４番３６号常　勤:    2長　荻野　瑠美 移転 現存
     上島ビル２階 (医       2) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519841-08418 医療法人社団シーズ・〒530-0001 06-6348-1403医療法人社団シーズ・清家　純子 平16.11. 1皮   形外 耳い診療所
     メディカル　シロノク大阪市北区梅田二丁目２番２号ヒ常　勤:    1メディカル　理事長　 新規 現存
     リニック大阪 ルトンプラザウエスト４階 (医       1)城野　親德 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519941-08434 すがさわ眼科 〒530-0026 06-6360-0102菅澤　英彦 菅澤　英彦 平16.11. 1眼   診療所
     大阪市北区神山町１番７号アーバ常　勤:    1 新規 現存
     ネックス神山町ビル３階Ａ (医       1) 平28.11. 1
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 520041-08442 ゆかり皮膚科 〒530-0044 06-6354-5006安達　ゆかり 安達　ゆかり 平16.12. 1皮   診療所
     大阪市北区東天満二丁目４番１５常　勤:    1 新規 現存
     号森ビル１階 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520141-08459 ジン・クリニック 〒530-0041 06-6351-3711陳　元太 陳　元太 平17. 1. 1精   心内 神  診療所
     大阪市北区天神橋六丁目６番１１常　勤:    1 新規 現存
     号エレガントビル大阪３階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520241-08475 医療法人ケイズ会　茶〒530-0013 06-6359-7771医療法人ケイズ会　理奥　久人 平17. 1. 1産婦 診療所
     屋町レディースクリニ大阪市北区茶屋町２番１９号ＪＰ常　勤:    3事長　奥　久人 組織変更 現存
     ック Ｒ茶屋町ビル４階 (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520341-08558 南森町レディースクリ〒530-0041 06-6356-2824平井　光三 平井　光三 平17. 4. 1産婦 内   診療所
     ニック 大阪市北区天神橋二丁目５番２５常　勤:    1 新規 現存
     号若杉グランドビル本館１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520441-08590 ラジオロジークリニッ〒530-0026 06-6311-7500宮本　信一 宮本　信一 平17. 5. 1放   診療所
     ク扇町 大阪市北区神山町１番７号アーバ常　勤:    2 新規 現存
     ネックス神山町ビル２階 (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520541-08657 特別養護老人ホーム淳〒531-0075 06-6450-1088社会福祉法人淳風会　杉本　駿 平17. 6. 1内   精   整外診療所
     風おおさか診療所 大阪市北区大淀南二丁目５番２０常　勤:    1理事長　西村　良 新規 外   現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520641-08665 吉本診療所 〒531-0076 06-6453-0910吉本　裕 吉本　裕 平17. 5. 1内   小   皮  診療所
     大阪市北区大淀中三丁目２番１２常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520741-08673 米田内科胃腸科 〒530-0031 06-6351-8938米田　円 米田　円 平17. 5. 1内   胃   診療所
     大阪市北区菅栄町５番１７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 520841-08723 うえやま内科 〒530-0036 06-6135-0161上山　勝生 上山　勝生 平17. 9. 1内   診療所
     大阪市北区与力町２番１６－１０常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520941-08749 医療法人コスモス会　〒530-0041 06-6351-1880医療法人コスモス会　藤本　可芳子 平17. 9.21眼   診療所
     フジモト眼科 大阪市北区天神橋六丁目６番４号常　勤:    2理事長　藤本　可芳子 移転 現存
     (医       2) 平29. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521041-08780 鈴木クリニック 〒530-0043 06-6352-3560鈴木　隆男 鈴木　隆男 平18. 2. 1内   胃   診療所
     大阪市北区天満二丁目１番６号　常　勤:    1 新規 現存
     エム・エスビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521141-08806 扇町クリニック 〒530-0026 06-4709-7400大沢　正秀 大沢　正秀 平18. 5. 1内   皮   リハ診療所
     大阪市北区神山町１番７号扇町メ常　勤:    2 新規 現存
     ディックスモール４階 (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521241-08830 小林堂島クリニック 〒530-0003 06-6345-0946小林　良成 小林　良成 平18. 4. 1内   精   診療所
     大阪市北区堂島一丁目６番２０号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521341-08848 佐野医院 〒530-0047 06-6364-6055佐野　五朗 佐野　五朗 平18. 4. 1内   循   呼  診療所
     大阪市北区西天満三丁目１４番１常　勤:    1 継承 消   現存
     ６号西天満パークビル３号館地階(医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521441-08889 医療法人　近藤クリニ〒530-0013 06-6375-2222医療法人　近藤クリニ栗原　陽次郎 平18. 7. 1内   皮   ひ  診療所
     ック 大阪市北区茶屋町１番２７号ＡＢ常　勤:    2ック　理事長　近藤　 組織変更 外   こう 現存
     Ｃ－ＭＡＲＴ梅田ビル１階 (医       2)雅彦 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521541-08897 医療法人　裕弘会　堂〒530-0027 06-6311-5400医療法人　裕弘会　理本間　裕朗 平18. 7. 1婦   診療所
     山レディースクリニッ大阪市北区堂山町１７番１５号梅常　勤:    1事長　本間　裕朗 組織変更 現存
     ク 田若原ビル３階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521641-08921 わかい内科・循環器科〒530-0041 06-4801-7776若井　哲史 若井　哲史 平18.10. 1内   循   診療所
     大阪市北区天神橋六丁目６番４号常　勤:    1 新規 現存
     平蔵ビル３階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 521741-08988 医療法人　高石クリニ〒530-0001 06-6346-0777医療法人高石クリニッ高石　穣 平19. 1. 1精   神   心内診療所
     ック 大阪市北区梅田一丁目２番２－２常　勤:    1ク　理事長　高石　穣 組織変更 現存
     ００号大阪駅前第２ビル２階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521841-09101 医療法人　愛生会　扇〒530-0026 06-6311-2511医療法人　愛生会　理朝倉　寛之 平19. 1. 1産婦 ひ   内  診療所
     町ＡＲＴレディースク大阪市北区神山町１番７号アーバ常　勤:    1事長　朝倉　寛之 組織変更 他   現存
     リニック ネックス神山町ビル５階 (医       1) 平25. 1. 1乳腺科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521941-09119 医療法人　医心会　扇〒530-0026 06-6364-2022医療法人　医心会　理河野　藤正 平19. 1. 1内   循   心内診療所
     町メディカルクリニッ大阪市北区神山町１番７号アーバ常　勤:    1事長　河野　藤正 組織変更 精   現存
     ク ネックス神山町ビル２Ｄ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522041-09150 医療法人晃有会　茶屋〒530-0013 06-6485-5757医療法人晃有会　理事大山　知樹 平19. 3. 1皮   形外 診療所
     町ササセ皮フ科 大阪市北区茶屋町３番１４号大西常　勤:    2長　笹瀬　晃弘 新規 現存
     茶屋町ビル (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522141-09168 たなかクリニック 〒530-0013 06-6486-1133田中　斉 田中　斉 平19. 3. 1耳い アレ 診療所
     大阪市北区茶屋町３番１４号大西常　勤:    1 新規 現存
     茶屋町ビル３階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522241-09218 かねこクリニック 〒530-0041 06-6358-7330金子　浩二 金子　浩二 平19. 5. 1心内 精   診療所
     大阪市北区天神橋六丁目３番１６常　勤:    3 新規 現存
     号朝日生命天六ビル６階 (医       3) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522341-09226 志村ウィメンズクリニ〒530-0017 06-6316-1132志村　研太郎 志村　研太郎 平19. 5. 1産婦 診療所
     ック 大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    1 新規 現存
     グランドビル２２階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522441-09275 医療法人桔梗会　なか〒531-0072 06-6372-1236医療法人桔梗会　理事 田　博昭 平19. 7. 1神内 内   診療所
     つ神経内科クリニック大阪市北区豊崎三丁目５番１０号常　勤:    1長　西田　博昭 組織変更 現存
     ＫＥＮＳＯビル１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522541-09291 桜橋中川クリニック 〒530-0002 06-6345-3477中川　和子 中川　和子 平19. 8. 1精   心内 診療所
     大阪市北区曽根崎新地二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １３号若杉大阪駅前ビル４０３号(医       1) 平25. 8. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 522641-09317 中川内科クリニック 〒530-0031 06-6351-1397中川　清彦 中川　清彦 平19. 8. 1内   循   消  診療所
     大阪市北区菅栄町１３番１４号 常　勤:    2 継承 小   皮   現存
     (医       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522741-09341 向井メンタルクリニッ〒530-0044 06-6353-5772向井　泰二郎 向井　泰二郎 平19.11. 1心内 神   精  診療所
     ク 大阪市北区東天満二丁目９番３号常　勤:    1 新規 現存
     南森町オーパスビル１０階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522841-09374 医療法人コスモス会　〒530-0041 06-6351-4103医療法人コスモス会　藤原　正富 平20. 4. 1内   皮   診療所
     コスモスクリニック 大阪市北区天神橋六丁目５番７号常　勤:    1理事長　藤本　可芳子 新規 現存
     天六ビル２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522941-09382 医療法人　生登会　寺〒530-0047 06-6131-3270医療法人生登会　理事佐藤　秀幸 平20. 4. 1内   循   消  診療所
     元記念西天満クリニッ大阪市北区西天満三丁目１３番２常　勤:    2長　寺元　隆 新規 放   婦   現存
     ク ０号ＡＳビル３階 (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523041-09408 かしいクリニック 〒531-0076 06-6451-8864柏井　三郎 柏井　三郎 平20. 5. 1内   診療所
     大阪市北区大淀中三丁目１１番３常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523141-09481 医療法人　桜医会　天〒530-0041 06-6353-6446医療法人桜医会　理事井上　和加子 平20. 9. 1皮   アレ 内  診療所
     神橋さくらクリニック大阪市北区天神橋五丁目７番１８常　勤:    1長　吉田　裕彦 新規 現存
     号天五ミヤコビル２階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523241-09499 かとうメンタルクリニ〒531-0075 06-6459-7077加藤　公敬 加藤　公敬 平20.10. 1心内 精   診療所
     ック 大阪市北区大淀南一丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号大都ビル４階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523341-09523 そねざき古林診療所 〒530-0057 06-6355-4866古林　敬一 古林　敬一 平20.12. 1皮   診療所
     大阪市北区曽根崎二丁目５番２４常　勤:    1 継承 現存
     号石見ビル３階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523441-09531 医療法人　太融寺町谷〒530-0051 06-6364-4177医療法人太融寺町谷口谷口　恭 平21. 1. 1内   皮   アレ診療所
     口医院 大阪市北区太融寺町４番２０号す常　勤:    1医院　理事長　谷口　 組織変更 現存
     てらめいとビル４階 (医       1)恭 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 523541-09564 医療法人美和会　平成〒531-0071 06-6292-0006医療法人美和会　理事吉増　 之 平21. 1. 1内   外   整外診療所
     クリニック 大阪市北区中津一丁目１１番６号常　勤:    1長　吉増　隆之 移転 放   リハ 現存
     小山ビル１階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523641-09606 医療法人至心会　整形〒531-0074 06-6373-8686医療法人至心会　理事森田　昌宏 平21. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     外科もりたクリニック大阪市北区本庄東二丁目１番２３常　勤:    1長　喜多　義将 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523741-09622 盛眼科医院 〒530-6105 06-6445-0190小泉　須磨子 小泉　須磨子 平21. 5. 1眼   診療所
     大阪市北区中之島三丁目３番２３常　勤:    1 移転 現存
     号中之島ダイビル５階５０９号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523841-09648 田中診療所 〒530-0017 06-6313-0333田中　めぐみ 田中　めぐみ 平21. 7. 1眼   診療所
     大阪市北区角田町１番２０号フキ常　勤:    1 新規 現存
     ヤビル７階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523941-09655 いわいレディースクリ〒530-0041 06-6882-8686岩井　敏子 岩井　敏子 平21. 7. 1産婦 診療所
     ニック 大阪市北区天神橋四丁目１１番６常　勤:    2 新規 現存
     号ミクシィーワンビル３階 (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524041-09671 医療法人社団同心会　〒531-0072 06-6375-0556医療法人社団同心会　田畑　淳子 平21. 8. 1内   心内 診療所
     ＫＹＢ豊崎クリニック大阪市北区豊崎三丁目１０番２号常　勤:    1理事長　中村和司 新規 現存
     アイアンドエフ梅田１１０４号室(医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524141-09697 医療法人聖美会　ＪＯ〒530-0002 06-6347-1231医療法人聖美会　理事重本　譲 平21. 9. 1皮   形外 診療所
     Ｅクリニック 大阪市北区曽根崎新地一丁目４番常　勤:    1長　重本　譲 新規 現存
     ２０号 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524241-09721 石上クリニック 〒530-0005 06-6131-4506石上　佳孝 石上　佳孝 平21. 7.21内   消   診療所
     大阪市北区中之島三丁目３番２３常　勤:    1 移転 現存
     号中之島ダイビル２６１１号 (医       1) 平27. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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   578 頁

 524341-09754 やすたけちえ心のクリ〒530-0041 06-6354-7008安武　千恵 安武　千恵 平21.10. 1心内 精   診療所
     ニック 大阪市北区天神橋二丁目３番１６常　勤:    1 新規 現存
     号アーク南森町ビル５Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524441-09762 小西耳鼻咽喉科 〒530-0041 06-6351-3387中井　健 中井　健 平21. 9. 1耳い 診療所
     大阪市北区天神橋五丁目７番１１常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524541-09796 塙耳鼻咽喉科 〒530-0054 06-6364-3387塙　力哉 塙　力哉 平21.10. 1耳い 診療所
     大阪市北区南森町二丁目１番２３常　勤:    1 継承 現存
     号藤原ビル３階３０１号室 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524641-09804 盛岡眼科 〒530-0001 06-6341-6766盛岡　弘展 盛岡　弘展 平21.10. 1眼   診療所
     大阪市北区梅田一丁目１番３号大常　勤:    2 継承 現存
     阪駅前第３ビル１階 (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524741-09812 今村クリニック 〒530-0001 06-6341-5881今村　正人 今村　正人 平21.11. 1内   胃   放  診療所
     大阪市北区梅田三丁目１番１号サ常　勤:    2 継承 現存
     ウスゲートビル１７階 (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524841-09853 江川整形外科形成外科〒530-0017 06-6315-8450江川　博昭 江川　博昭 平22. 1. 1整外 形外 診療所
     大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    1 継承 現存
     グランドビル２２階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524941-09861 医療法人　南眼科 〒530-0041 06-6357-7808医療法人南眼科　理事南　求 平22. 1. 1眼   診療所
     大阪市北区天神橋三丁目２番１３常　勤:    1長　南　求 組織変更 現存
     号謄写館３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525041-09895 富野医院 〒530-0022 06-6371-1816富野　佳夫 富野　佳夫 平22. 2. 1内   皮   放  診療所
     大阪市北区浪花町１４番３５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525141-09911 医療法人ケイズ会　茶〒530-0013 06-6375-7772医療法人ケイズ会　理川又　靖貴 平22. 4. 1産婦 診療所
     屋町レディースクリニ大阪市北区茶屋町１２番６号エス常　勤:    1事長　奥　久人 新規 現存
     ック分院 パシオン梅田ビル７階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 525241-09952 はしろクリニック 〒530-0001 06-6347-0846羽白　誠 羽白　誠 平22. 5. 1皮   心内 精  診療所
     大阪市北区梅田一丁目２番２－２常　勤:    1 新規 内   現存
     ００号大阪駅前第２ビル２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525341-09960 医療法人晃有会　梅田〒530-0017 06-6361-5757医療法人晃有会　理事富田　るり子 平22. 5. 1皮   形外 診療所
     ササセ皮フ科 大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    3長　笹瀬　晃弘 新規 現存
     グランドビル２２Ｆ (医       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525441-09994 医療法人社団稜歩会　〒530-0018 06-6313-5561医療法人社団稜歩会　杉山　均 平22. 7. 1眼   診療所
     神戸神奈川アイクリニ大阪市北区小松原町３番３号ＯＳ常　勤:    5理事長　澤井　循暉 新規 現存
     ック梅田院 ビル (医       5) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525541-10018 ワタナベ眼科 〒530-0001 06-6456-4455渡 　潔 渡 　潔 平22. 8. 3眼   診療所
     大阪市北区梅田一丁目大阪駅前ダ常　勤:    2 移転 現存
     イヤモンド地下街５－５２７０ (医       2) 平28. 8. 3
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525641-10034 天五診療所 〒530-0033 06-6355-1000加藤　俊彦 加藤　俊彦 平22.11. 1内   小   アレ診療所
     大阪市北区池田町６番１０号ファ常　勤:    1 新規 現存
     インファーストビル２０１号 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525741-10075 松村ストレスクリニッ〒530-0044 06-6355-1717松村　一矢 松村　一矢 平23. 2. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市北区東天満一丁目６－８ラ常　勤:    1 新規 現存
     シーヌ東天満２０１号室 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525841-10091 医療法人　共創会　Ａ〒530-0001 06-4797-5660医療法人　共創会　理橋本　克次 平23. 1. 1内   呼内 神内診療所
     ＭＣ西梅田クリニック大阪市北区梅田三丁目３番４５号常　勤:    3事長　山﨑　義光 組織変更 現存
     マルイト西梅田ビル３階 (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525941-10117 医療法人医聖会　南森〒530-0041 06-6882-3127医療法人医聖会　理事穂園　由佳子 平23. 2. 1眼   診療所
     町眼科クリニック 大阪市北区天神橋二丁目北１番１常　勤:    1長　近藤　徳雄 移転 現存
     ２号パティオ南森町１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 526041-10133 医療法人青空会　かも〒530-0041 06-6809-6088医療法人青空会　理事鈴木　京子 平23. 4. 1形外 皮   神内診療所
     がわクリニック 大阪市北区天神橋六丁目３番１６常　勤:    1長　鈴木　京子 新規 内   心内 現存
     号朝日生命天六ビル２階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526141-10141 市川アイクリニック 〒530-0012 06-6375-1153市川　一彦 市川　一彦 平23. 4. 1眼   診療所
     大阪市北区芝田二丁目２番５号新常　勤:    1 新規 現存
     星第一ビル４Ｆ・５Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526241-10166 医療法人コスモス会　〒530-8217 06-4799-7033医療法人コスモス会　竹山　知永子 平23. 5. 1眼   診療所
     フジモト眼科　ルクア大阪市北区梅田３丁目１番３号　常　勤:    1理事長　藤本　可芳子 新規 現存
     大阪分院 ルクア大阪９階 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526341-10174 東本内科 〒530-0013 06-6373-0381東本　好文 東本　好文 平23. 5. 1内   消   診療所
     大阪市北区茶屋町３－１三晃ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526441-10182 医療法人正祥会　カリ〒530-0001 06-4797-4000医療法人正祥会　理事出口　正己 平23. 5. 1形外 診療所
     スクリニック 大阪市北区梅田２－４－３７　西常　勤:    1長　出口　正己 新規 現存
     梅田上島ビル４Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526541-10216 藤井クリニック 〒530-0001 06-6347-9200藤井　靖成 藤井　靖成 平23. 5.23内   消   診療所
     大阪市北区梅田２丁目１番２２号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526641-10232 医療法人　ガクト会　〒530-0001 06-6346-0569医療法人　ガクト会　坪田　優 平23. 7. 1外   形外 精  診療所
     ナグモクリニック大阪大阪市北区梅田２丁目６－２０パ常　勤:    2理事長　丹羽　幸司 組織変更 婦   現存
     シフィックマークス西梅田１４階(医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526741-10240 公益財団法人　田附興〒530-0016 06-6131-2515公益財団法人　田附興上野　誠 平23. 9. 1放   診療所
     風会　医学研究所　北大阪市北区中崎一丁目２番２５号常　勤:    1風会　理事長　上本　 新規 現存
     野病院附属画像診断クアクシオ梅田東１階 (医       1)伸二 平29. 9. 1
     リニック
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526841-10281 こばやし眼科 〒530-0011 06-6377-1717小林　香陽 小林　香陽 平24. 1. 1眼   診療所
     大阪市北区大深町１－１　ヨドバ常　勤:    1 新規 現存
     シ梅田ビル７階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 526941-10307 まきメンタルクリニッ〒530-0012 06-6131-4486西崎　真紀 西崎　真紀 平24. 2. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市北区芝田２丁目９番１９号常　勤:    1 移転 現存
     　イノイ第２ビル　２０２号室 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527041-10323 医療法人　親和会（財〒530-0041 06-6356-2744医療法人　親和会（財長谷川　健太 平24. 4. 1整外 内   リハ診療所
     団）　はせがわ診療所大阪市北区天神橋３丁目２番１０常　勤:    1団）　理事長　長谷川 組織変更 麻   現存
     号新日本南森町ビル５階 (医       1)　健太 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527141-10356 茶屋町ブレストクリニ〒530-0013 06-6359-4630脇田　和幸 脇田　和幸 平24. 7. 1外   診療所
     ック 大阪市北区茶屋町３－１三晃ビル常　勤:    1 移転 現存
     ４Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527241-10372 医療法人　増原クリニ〒530-0042 06-6358-0200医療法人　増原クリニ増原　建作 平24. 7. 1一般        15診療所
     ック 大阪市北区天満橋３丁目４番２号常　勤:    1ック　理事長　増原　 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)建作 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527341-10380 大ビル湯徳医院 〒530-6105 06-6445-0934湯徳　太郎 湯徳　太郎 平24. 8. 1内   診療所
     大阪市北区中之島３丁目３－２３常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527441-10422 せお内科クリニック 〒531-0071 06-6373-2222瀬尾　俊彦 瀬尾　俊彦 平24.11. 1循   内   診療所
     大阪市北区中津１丁目２番２１号常　勤:    1 新規 現存
     中津明大ビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527541-10430 医療法人オーク会　オ〒530-0002 06-6348-1511医療法人オーク会　理中村　嘉孝 平24.11. 1婦   診療所
     ーク梅田レディースク大阪市北区曽根崎新地一丁目３番常　勤:    1事長　中村　嘉孝 新規 現存
     リニック １６号京富ビル９階 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527641-10448 みこころクリニック 〒530-0047 06-6361-1230水野　龍男 水野　龍男 平25. 1. 1心内 内   精  診療所
     大阪市北区西天満５丁目１４－２常　勤:    1 新規 皮   小   現存
     ＮＣＣビル２Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527741-10463 医療法人太一会　なが〒530-0012 06-6374-5556医療法人太一会　理事永島　知子 平25. 2. 1内   診療所
     しまクリニック 大阪市北区芝田２丁目９番１９号常　勤:    1長　永島　知子 新規 現存
     イノイ第２ビル５階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 527841-10471 中村診療所 〒530-0005 06-6231-0477中村　積方 中村　積方 平25. 1.21内   外   診療所
     大阪市北区中之島２－３－１８中常　勤:    1 移転 現存
     之島フェスティバルタワー１８Ｆ(医       1) 平25. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527941-10497 医療法人聖授会　フェ〒530-0005 06-6226-1325医療法人聖授会　理事久保　嘉朗 平25. 4. 1内   婦   放  診療所
     スティバルタワー・ク大阪市北区中之島２丁目３番１８常　勤:    5長　梶山　高志 新規 消   現存
     リニック 号中之島フェスティバルタワー１(医       5) 平25. 4. 1
     ５階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528041-10505 野中診療所 〒531-0074 06-6372-8639野中　莞一 野中　莞一 平25. 4. 1脳外 内   診療所
     大阪市北区本庄東１丁目２２番１常　勤:    1 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528141-10513 小西統合医療内科 〒531-0071 06-6147-3280小西　康弘 小西　康弘 平25. 5. 1内   診療所
     大阪市北区中津一丁目１２－３中常　勤:    1 新規 現存
     津パークビル６Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528241-10539 医療法人　健昌会　健〒530-0047 06-6365-1655医療法人　健昌会　理荒谷　泰三 平25. 3.25内   消   放  診療所
     昌会クリニック 大阪市北区西天満５丁目９番３号常　勤:    1事長　近藤　澄夫 移転 現存
     アールビル本館　２階 (医       1) 平25. 3.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528341-10547 医療法人　近藤クリニ〒530-0016 06-6365-2220医療法人　近藤クリニ森口　聡 平25. 5. 1内   診療所
     ック　梅田東血液浄化大阪市北区中崎一丁目２番２５号常　勤:    1ック　理事長　近藤　 新規 現存
     クリニック (医       1)雅彦 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528441-10554 心療内科　つばくろ診〒530-0014 06-6371-2896関　渉 関　渉 平25. 5. 1心内 精   診療所
     療所 大阪市北区鶴野町１－３安田ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528541-10570 藤川内科クリニック 〒530-0027 06-6313-3850藤川　圭一 藤川　圭一 平25. 5. 1内   診療所
     大阪市北区堂山町１番５号三共梅常　勤:    1 移転 現存
     田ビル４階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528641-10588 医療法人錦秀会　イン〒530-0011 06-6359-2123医療法人錦秀会　理事伊藤　裕章 平25. 5. 1消   リウ 内  診療所
     フュージョン（点滴）大阪市北区大深町３番１号グラン常　勤:    2長　籔本　雅巳 移転 整外 皮   現存
     クリニック フロント大阪　タワーＢ　９階 (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
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 528741-10596 トミ整形外科 〒531-0073 06-6371-9176富　雅男 富　雅男 平25. 6. 1整外 リハ 診療所
     大阪市北区本庄西２丁目１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ３トミビル１Ｆ２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528841-10612 大江橋クリニック 〒530-0047 06-6365-3500井上　研 井上　研 平25. 6. 7形外 皮   アレ診療所
     大阪市北区西天満１丁目２番５号常　勤:    2 移転 現存
     大阪ＪＡビル１階 (医       2) 平25. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528941-10620 守田耳鼻咽喉科大阪駅〒530-0012 06-6147-4133守田　雅弘 守田　雅弘 平25. 9. 1耳い アレ 診療所
     前耳管クリニック 大阪市北区芝田１丁目１番地２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529041-10661 南森町いしだ皮フ科 〒530-0041 06-4801-0177石田　祐哉 石田　祐哉 平25.11. 1皮   形外 診療所
     大阪市北区天神橋２丁目北１－２常　勤:    2 新規 現存
     １八千代ビル東館１階Ａ (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529141-10679 医療法人社団美幸会　〒530-0012 06-6373-7734医療法人社団　美幸会岩井　謙治 平25.11. 1形外 ひ   診療所
     銀座みゆき通り美容外大阪市北区芝田１－１０－８山中常　勤:    1　理事長　水谷　和則 新規 現存
     科　大阪院 ビル８Ｆ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529241-10729 医療法人　眞鳳会　福〒530-0041 06-6358-8208医療法人　眞鳳会　理李　一鳳 平26. 1. 1内   診療所
     効医院 大阪市北区天神橋６丁目３－１６常　勤:    1事長　李　一鳳 組織変更 現存
     朝日生命天六ビル３Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529341-10752 カラタチ診療所 〒530-0024 06-6948-8035松本　英幸 松本　英幸 平26. 3. 1心内 精   診療所
     大阪市北区山崎町１丁目７番地ベ常　勤:    1 新規 現存
     ルパルク扇町１階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529441-10778 かぎやクリニック 〒530-0002 06-6341-7588寺谷　禎真 寺谷　禎真 平26. 3. 1内   循   診療所
     大阪市北区曽根崎新地１丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ３２号北新地鍵屋ビル７階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529541-10786 北尾眼科クリニック 〒530-0001 06-6345-1432北尾　義実 北尾　義実 平26. 4. 1眼   診療所
     大阪市北区梅田一丁目１番３号大常　勤:    1 新規 現存
     阪駅前第３ビルＢ１－４９号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 529641-10794 中之島フェスティバル〒530-0005 06-4707-6778医療法人　桐葉会　理苗村　敏 平26. 4. 1心内 精   診療所
     タワー・さくらクリニ大阪市北区中之島二丁目３番１８常　勤:    2事長　横井　清 新規 現存
     ック 号中之島フェスティバルタワー１(医       2) 平26. 4. 1
     ５階 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529741-10802 梅田阪急ビルクリニッ〒530-0017 06-4792-7511医療法人　阪急共栄会梅下　光子 平26. 4. 1内   診療所
     ク 大阪市北区角田町８番１号梅田阪常　勤:    1　理事長　上木　昇 移転 現存
     急ビルオフィスタワー内（２１階(医       1) 平26. 4. 1
     ） 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529841-10810 ＯＤ低血圧クリニック〒530-0054 06-6361-0700田中　英高 田中　英高 平26. 7. 1小   診療所
     田中 大阪市北区南森町１丁目１－２６常　勤:    1 新規 現存
     南森町フジビル１Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529941-10836 桜橋医誠会クリニック〒530-0001 06-6344-6611医療法人医誠会　理事京　昌弘 平26. 7.14内   ひ   診療所
     大阪市北区梅田１丁目３番１－２常　勤:    1長　谷　幸治 移転 現存
     ００号 (医       1) 平26. 7.14
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530041-10844 リセリングクリニック〒530-0042 06-6881-1605久保　青美 久保　青美 平26. 8. 1皮   内   歯  診療所
     (41-70844 ) 大阪市北区天満橋１丁目８番４０常　勤:    1 組織変更 現存
     号帝国ホテルプラザ２階 (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530141-10851 梅田ＮＯＲＩ内科・消〒530-0018 06-6131-1085 下　典由 下　典由 平26.10. 1内   消   診療所
     化器内科クリニック 大阪市北区小松原町３番３号ＯＳ常　勤:    1 新規 現存
     ビル８階 (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530241-10869 医療法人知音会　堂島〒530-0003 06-6343-1000医療法人知音会　理事澤田　康史 平26.10. 1内   消   診療所
     内科・消化器内科クリ大阪市北区堂島２丁目４番２７号常　勤:    1長　田邉　卓爾 組織変更 現存
     ニック (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 530341-10877 まつおかレディースク〒531-0072 06-6377-8601松岡　徹 松岡　徹 平26.12. 1婦   産婦 内  診療所
     リニック 大阪市北区豊崎３丁目２０番１０常　勤:    1 新規 現存
     号大明ビル２Ｆ (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530441-10885 茶屋町皮フ科クリニッ〒530-0014 06-6371-5500仁木　須美子 仁木　須美子 平26.11. 1皮   形外 診療所
     ク 大阪市北区鶴野町２番３号アラカ常　勤:    1 継承 現存
     ワビル１階 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530541-10893 梅田フェミークリニッ〒530-0001 06-6346-3888医療法人社団三幸美咲井畑　峰紀 平26.11. 1形外 皮   診療所
     ク 大阪市北区梅田１－１２－１７梅常　勤:    1会　理事長　前田　拓 組織変更 現存
     田スクエアビルディング２階 (医       1)摩 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530641-10919 おおたきく子クリニッ〒530-0001 06-6147-8711太田　喜久子 太田　喜久子 平26.12. 1消   内   外  診療所
     ク 大阪市北区梅田２丁目４番３７号常　勤:    1 新規 こう 現存
     西梅田上島ビル５階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530741-10927 医療法人社団美章会　〒531-0071 06-4802-1622医療法人社団美章会　志賀　由章 平26.12. 1形外 皮   ひ  診療所
     リッツ美容外科　大阪大阪市北区中津一丁目２番２１号常　勤:    1理事長　志賀　由章 新規 現存
     院 中津明大ビル２Ｆ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530841-10935 医療法人三慧会　ＨＯ〒530-0011 06-6377-8824医療法人三慧会　理事森本　義晴 平27. 1. 1産婦 診療所
     ＲＡＣグランフロント大阪市北区大深町３番１号グラン常　勤:    5長　森本　義晴 新規 現存
     大阪クリニック フロント大阪タワーＢ１５階 (医       5) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530941-10943 医療法人ゴールド会　〒530-0051 06-6362-6101医療法人ゴールド会　髙 　金男 平27. 1. 1形外 ひ   性  診療所
     高橋ゴールドマンクリ大阪市北区太融寺町５番１３号東常　勤:    1理事長　髙 　金男 組織変更 内   現存
     ニック 梅田パークビル６Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531041-10950 ＪＯＨ＆ＰＡＲＴＮＥ〒530-0002 06-6147-8136医療法人京星会　理事城　孝尚 平27. 4. 1内   診療所
     ＲＳ　ＵＭＥＤＡ　Ｃ大阪市北区曽根崎新地一丁目４番常　勤:    1長　城　孝尚 新規 現存
     ＬＩＮＩＣ ２０号桜橋ＩＭビル２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531141-10976 天神橋みやたけクリニ〒530-0041 06-6809-7295宮竹　英希 宮竹　英希 平27. 4. 1内   消   診療所
     ック 大阪市北区天神橋３丁目２番１３常　勤:    1 新規 現存
     号大阪謄写館ビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 531241-10984 すずきクリニック 〒530-0051 06-6948-5547鈴木　周平 鈴木　周平 平27. 4. 1神内 精   診療所
     大阪市北区太融寺町６番８号阪急常　勤:    1 移転 現存
     産業梅田ビル６階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531341-10992 大阪駅前こころのクリ〒530-0012 06-6371-8137伊敷　一馬 伊敷　一馬 平27. 5. 1精   神   心内診療所
     ニック 大阪市北区芝田２丁目１番１８号常　勤:    1 新規 現存
     西阪急ビル地下１階 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531441-11008 医療法人社団北星会　〒530-0001 06-6147-8500医療法人社団北星会　松田　洋三 平27. 8. 1内   診療所
     北星クリニック大阪 大阪市北区梅田２丁目５－５横山常　勤:    1理事長　島野　雄実 新規 現存
     ビル７階 (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531541-11016 いきいきクリニック 〒530-0046 06-6360-6588緒方　規男 緒方　規男 平27. 8. 1内   心内 皮  診療所
     大阪市北区菅原町１０－３２ＤＡ常　勤:    1 新規 消   小   精  現存
     ＩＸ西天満３０１号室 (医       1) 平27. 8. 1内科、消化器内
     非常勤:    4 科、小児内科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531641-11024 医療法人見宜堂　梅田〒530-0057 06-6232-8601医療法人見宜堂　理事古林　圭一 平27. 7. 1心外 循   内  診療所
     血管外科クリニック 大阪市北区曽根崎二丁目１番１２常　勤:    2長　古林　圭一 組織変更 脳外 現存
     号国道ビル５Ｆ (医       2) 平27. 7. 1循環器内科（内
     非常勤:    3 科の標榜なし）
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531741-11032 医療法人　にしぐち小〒530-0041 06-4801-8858医療法人にしぐち小児西口　将之 平27. 7. 1小   診療所
     児科 大阪市北区天神橋三丁目７番２６常　勤:    1科　理事長　西口　将 組織変更 現存
     号グランドール８０　１階 (医       1)之 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531841-11057 西梅田こころとからだ〒530-0002 06-6348-0556西澤　弘太郎 西澤　弘太郎 平27.10. 1精   心内 内  診療所
     のクリニック 大阪市北区曽根崎新地１丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １７号堂島北ビル４階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531941-11073 医療法人華風会　ボー〒530-0001 06-6341-8733医療法人華風会　理事久保　伸夫 平27.10. 1耳い アレ 整外診療所
     ・クリニック 大阪市北区梅田２丁目５番２５号常　勤:    2長　久保　伸夫 新規 内   現存
     梅田阪神第１ビルディング４階 (医       2) 平27.10. 1整形外科、ペイ
     非常勤:    1 ンクリニック整
     (医       1) 形外科
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 532041-11099 医療法人瑞和会　ラッ〒530-0001 06-6345-8145医療法人瑞和会　理事大西　洋一 平27.10. 1内   皮   診療所
     フルズメディカル大阪大阪市北区梅田２丁目５番２５号常　勤:    1長　大西　洋一 新規 現存
     クリニック 梅田阪神第１ビルディング４階 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:   45
     (医      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532141-11107 のだこどもクリニック〒531-0074 06-6136-7205野田　令子 野田　令子 平27.10. 1小   アレ 診療所
     大阪市北区本庄東１丁目１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号ＲＩＳＥビル１階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532241-11115 医療法人協林会　大阪〒530-0042 06-6357-2173医療法人協林会　理事武田　寛子 平27.10. 1内   診療所
     がんクリニック 大阪市北区天満橋一丁目１番４４常　勤:    1長　武田　力 移転 現存
     号１階、２階 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532341-11123 医療法人　東田クリニ〒530-0022 06-6359-1310医療法人東田クリニッ東田　光博 平27.12. 1内   消   診療所
     ック 大阪市北区浪花町１２番１９号 常　勤:    2ク　理事長　東田　光 移転 現存
     (医       2)博 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532441-11131 にしひら内科クリニッ〒530-0015 06-6377-1199西平　綾子 西平　綾子 平28. 1. 1内   診療所
     ク 大阪市北区中崎西１丁目４番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532541-11149 医療法人エルア会　静〒530-0034 06-6585-0868医療法人エルア会　理呉家　学 平28. 1. 1心内 精   診療所
     波こころの診療所 大阪市北区錦町３番７号グランフ常　勤:    2事長　植月　俊介 組織変更 現存
     ォースビル３階 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532641-11164 医療法人花音会　みう〒530-0044 06-6135-5200医療法人花音会　理事三浦　直樹 平28. 1. 1内   皮   アレ診療所
     らクリニック 大阪市北区東天満一丁目７番１７常　勤:    1長　三浦　直樹 組織変更 現存
     号東天満ビル９階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532741-11172 医療法人奏仁会　大阪〒530-0012 06-6373-0404医療法人奏仁会　理事平山　尚 平28. 1. 1ひ   内   診療所
     梅田紳士クリニック 大阪市北区芝田二丁目１番１８号常　勤:    1長　平山　尚 組織変更 現存
     西阪急ビルＢ１Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532841-11180 医療法人　佐藤内科ク〒530-0041 06-6353-3838医療法人佐藤内科クリ佐藤　公昭 平28. 1. 1内   消   診療所
     リニック 大阪市北区天神橋四丁目６番１４常　勤:    1ニック　理事長　佐藤 組織変更 現存
     号亀甲ビル１階 (医       1)　公昭 平28. 1. 1
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 532941-11198 医療法人国崇会　北中〒530-0001 06-6348-1404医療法人国崇会　理事北中　孝司 平28. 1. 1産婦 内   診療所
     レディースクリニック大阪市北区梅田二丁目２番２号ヒ常　勤:    1長　北中　孝司 組織変更 現存
     ルトンプラザウエスト４階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533041-11206 東梅田かなもりクリニ〒530-0051 06-6755-4501金森　崇修 金森　崇修 平28. 2. 1産   皮   アレ診療所
     ック 大阪市北区太融寺町６－８阪急産常　勤:    1 新規 現存
     業梅田ビル９Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533141-11214 天満中村クリニック 〒530-6012 06-6357-2112中村　順一 中村　順一 平28. 1.20外   内   診療所
     大阪市北区天満橋１－８－３０Ｏ常　勤:    1 移転 現存
     ＡＰタワー１２Ｆ (医       1) 平28. 1.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533241-11222 医療法人メディカル春〒530-0001 06-6455-2000医療法人メディカル春革嶋　恒德 平28. 5. 1内   循   消  診療所
     日会　革嶋クリニック大阪市北区梅田２丁目４番１３号常　勤:    1日会革嶋クリニック　 新規 現存
     阪神産經桜橋ビル２階２０３号室(医       1)理事長　革嶋　恒德 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533341-11230 中津メンタルクリニッ〒531-0071 06-6147-7737山本　博三 山本　博三 平28. 7. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市北区中津１丁目７－１７リ常　勤:    1 新規 現存
     ップル北梅田ビル２０１号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533441-11248 医療法人つづく　梅田〒530-0001 06-6344-6701医療法人つづく　理事都竹　正信 平28. 6.20内   麻   診療所
     トラベルクリニック 大阪市北区梅田一丁目１２番１７常　勤:    2長　都竹　理 移転 現存
     号梅田スクエアビルディング１１(医       2) 平28. 6.20
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533541-11255 サンパーク　中之島ク〒530-0046 06-6360-7530藤原　良太 藤原　良太 平28. 8. 1内   皮   ひ  診療所
     リニック 大阪市北区菅原町９－１６第３ワ常　勤:    1 継承 整外 精   心内現存
     ールドビル２Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533641-11263 医療法人十美会　トキ〒530-0001 06-6455-2100医療法人十美会　理事先山　史 平28. 9. 1皮   内   形外診療所
     コクリニック梅田院 大阪市北区梅田一丁目１２番６号常　勤:    1長　小村　十樹子 新規 現存
     イーマ４階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533741-11271 医療法人涼悠会　梅北〒530-0011 06-7506-9523医療法人涼悠会　理事野﨑　真世 平28.10. 1眼   診療所
     眼科 大阪市北区大深町３番１号グラン常　勤:    2長　留守　良太 継承 現存
     フロント大阪北館Ｂ１Ｆ (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 533841-11289 江川メンタルクリニッ〒530-0057 06-6363-3010江川　功 江川　功 平28. 9.29精   診療所
     ク 大阪市北区曽根崎１－２－８マル常　勤:    1 継承 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平28. 9.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533941-11297 医療法人仁泉会　中村〒530-0054 06-6316-1021医療法人仁泉会　理事中村　光祐 平28.12. 1透析 内   診療所
     クリニック 大阪市北区南森町二丁目１番２９常　勤:    2長　伊泊　大造 継承 現存
     号三井住友銀行南森町ビル９階 (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534041-11305 医療法人光輪会　さく〒531-0072 06-4256-7920医療法人光輪会　理事柳樂　知義 平28.12. 1内   精   診療所
     らクリニック 大阪市北区豊崎七丁目３番６号 常　勤:    1長　柳樂　知義 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534141-11321 大阪梅田福島クリニッ〒530-0001 06-6342-7830福島　淳 福島　淳 平28.12. 1精   心内 診療所
     ク 大阪市北区梅田１－１１－４－６常　勤:    1 移転 現存
     ００大阪駅前第４ビル６階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534241-11339 天満ＳＯＲＡクリニッ〒530-0022 06-6131-4898森田　哲史 森田　哲史 平29. 3. 1内   外   皮  診療所
     ク 大阪市北区浪花町４－９ＢＲＩＬ常　勤:    1 新規 精   現存
     ＬＩＡＮＴ扇町公園１階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534341-11347 吉田眼科 〒530-0001 06-6342-5899吉田　明子 吉田　明子 平29. 3. 1眼   診療所
     大阪市北区梅田１丁目３番１－Ｂ常　勤:    1 新規 現存
     １００号大阪駅前第１ビル地下１(医       1) 平29. 3. 1
     階３９－２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534441-11354 西木診療所 〒530-0016 06-6360-7199西木　正照 西木　正照 平29. 3.15内   診療所
     大阪市北区中崎１丁目２番２５号常　勤:    1 新規 現存
     アクシオ梅田東１階 (医       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534541-11370 Ｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　〒530-0001 06-6451-1515医療法人はぐくみ会　広瀬　正和 平29. 4. 5内   小   アレ診療所
     Ｃｌｉｎｉｃ　Ｏｓａ大阪市北区梅田二丁目５番２５号常　勤:    2理事長　東出　崇 新規 現存
     ｋａ（ディーメディカハービスＰＬＡＺＡ４Ｆ (医       2) 平29. 4. 5
     ルクリニックオオサカ 非常勤:    2
     ） (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 534641-11388 橋本耳鼻咽喉科・アレ〒530-0001 06-6347-0087橋本　千登恵 橋本　千登恵 平29. 3. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科医院 大阪市北区梅田３丁目１番１号サ常　勤:    1 継承 現存
     ウスゲートビル１７階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534741-11396 梅田サンメンタルクリ〒530-0013 06-6292-3393渡邊　元雄 渡邊　元雄 平29. 4. 1心内 精   診療所
     ニック 大阪市北区茶屋町３番１号三晃ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２０５ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534841-11404 医療法人あかつき会　〒530-0051 06-6367-7830医療法人あかつき会　佐竹　暁 平29. 3. 1心内 精   診療所
     梅田あかつきメンタル大阪市北区太融寺町５番１３号東常　勤:    1理事長　佐竹　暁 組織変更 現存
     クリニック 梅田パークビル６階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534941-11412 医療法人リプロダクシ〒530-0011 06-6136-3344医療法人リプロダクシ北宅　弘太郎 平29. 4. 1婦   ひ   診療所
     ョンクリニック　リプ大阪市北区大深町４番２０号グラ常　勤:    3ョンクリニック　理事 継承 現存
     ロダクションクリニッンフロント大阪タワーＡ　１５階(医       3)長　石川　智基 平29. 4. 1
     ク大阪 非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535041-11420 中津皮フ科クリニック〒531-0072 06-6372-5640山岡　俊文 山岡　俊文 平29. 4. 1皮   診療所
     大阪市北区豊崎三丁目２０番１２常　勤:    1 継承 現存
     号パールグレイビル６階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535141-11438 てんじん整形外科リウ〒530-0041 06-6940-0630史　賢林 史　賢林 平29. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     マチ科 大阪市北区天神橋一丁目１３番４常　勤:    1 新規 現存
     号　天一ハイツ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535241-11446 品川近視クリニック梅〒530-0001 06-6455-7990医療法人社団翔友会　鳴美　貴仁 平29. 5. 1眼   診療所
     田院 大阪市北区梅田二丁目６番２０号常　勤:    1理事長　綿引　一 新規 現存
     パシフィックマークス西梅田３階(医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535341-11453 医療法人誠仁会　扇町〒530-0016 06-6365-1112医療法人　誠仁会　理戸田　憲一 平29. 5. 1皮   診療所
     公園皮膚科クリニック大阪市北区中崎一丁目２番２５号常　勤:    1事長　石原　政芳 新規 現存
     アクシオ梅田東１０５ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 535441-11461 生きる・育む・輝くメ〒530-0012 06-6485-5560安田　由華 安田　由華 平29. 7. 1心内 精   診療所
     ンタルクリニック 大阪市北区芝田２丁目１－２１　常　勤:    1 新規 現存
     高橋ビル７階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535541-11479 かわぐちクリニック 〒530-0038 06-6882-1533川口　俊介 川口　俊介 平29. 8. 1心内 精   診療所
     大阪市北区紅梅町２－２　カザリ常　勤:    1 移転 現存
     ーノⅡ３階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535641-11487 医療法人朋詠会　たむ〒531-0061 06-6242-0140医療法人朋詠会　理事田村　謙二 平29. 8. 1内   循   消  診療所
     らクリニック 大阪市北区長柄西一丁目７番４８常　勤:    1長　田村　謙二 移転 呼内 外   現存
     号ファーネス１階 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535741-11495 医療法人　天神橋ゆか〒530-0041 06-6314-6651医療法人天神橋ゆかこ頼　裕佳子 平29. 9. 1産   婦   診療所
     こレディースクリニッ大阪市北区天神橋四丁目４番２０常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 現存
     ク 号清交ビル２階 (医       1)　理事長　頼　裕佳子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535841-11503 しんちクリニック 〒530-0003 06-6344-5800池田　良彦 池田　良彦 平29.10. 1内   整外 麻  診療所
     大阪市北区堂島１丁目２番２号日常　勤:    1 継承 精   現存
     昭ビル２階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535941-11511 メディアージュクリニ〒530-0002 06-6136-6990大島　玄 大島　玄 平30. 1. 1皮   婦   診療所
     ック大阪梅田 大阪市北区曽根崎新地１丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     地１９号北新地ビルディング６階(医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536041-11529 医療法人社団　ヴィヴ〒530-0001 06-6344-8118医療法人社団ヴィヴェ野町　健 平30. 3. 1形外 内   和漢診療所
     ェンシアクリニック 大阪市北区梅田２丁目４番７号桜常　勤:    1ンシアクリニック　理 組織変更 現存
     橋ニコービル２階 (医       1)事長　野町　健 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536141-11537 にしむら内科・糖尿病〒530-0012 06-6375-4976西村　治男 西村　治男 平30. 4. 1内   診療所
     クリニック 大阪市北区芝田１丁目１０番８号常　勤:    1 新規 現存
     山中ビル６階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536241-11545 ミセルクリニック大阪〒530-0001 06-6147-8010医療法人社団奉志会　渕上　淳太 平30. 5. 1形外 皮   診療所
     梅田院 大阪市北区梅田１丁目９番２０号非常勤:    2理事長　大西　奉文 新規 現存
     大阪マルビル５階　５０１特Ａ号(医       2) 平30. 5. 1
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 536341-11552 みずのクリニック 〒531-0074 06-6459-7680水野　龍義 水野　龍義 平30. 5. 1内   消   診療所
     大阪市北区本庄東２丁目１０番２常　勤:    1 新規 現存
     １号メゾンドアヴェルⅣ１階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536442-00272 医療法人清風会　茨木〒567-0801 072-622-2721医療法人　清風会　理髙橋　大輔 昭32.10. 1精神       350病院
     病院 茨木市総持寺一丁目４番１号 常　勤:    9事長　高橋　幸彦 新規 精   心内 現存
     (医       9) 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536542-01015 医療法人共和会　茨木〒567-0882 0726-24-3977医療法人共和会　理事安達　克郎 昭40. 8.10内   小   アレ診療所
     診療所 茨木市元町４番１６号 常　勤:    1長　安達　克郎 現存
     (医       1) 平28. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536642-01064 医療法人恒昭会　藍野〒567-0011 072-627-7611医療法人恒昭会　理事杉野　正一 昭41. 2. 1一般       225病院
     (42-61064 ) 病院 茨木市高田町１１番１８号 常　勤:   47長　小山　郁夫 療養       144現存
     (医      46) 平29. 2. 1精神       600
     (歯       1) 内   精   神内
     非常勤:   68 小   外   整外
     (医      64) 形外 眼   脳外
     (歯       4) 皮   ひ   婦  
     放   耳い リハ
     歯   麻   病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536742-01445 茨木老人ホーム診療所〒567-0035 072-622-3208社会福祉法人慶徳会　辰見　宣夫 昭44.12. 1内   整外 精  診療所
     茨木市見付山一丁目１１番１号 常　勤:    1理事長　大和　治文 ひ   皮   現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536842-01999 山本内科医院 〒567-0032 0726-22-6466山本　達雄 山本　達雄 昭49. 2. 1内   診療所
     茨木市西駅前町１０－１１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536942-02211 石田診療所 〒567-0823 0726-35-2304石田　丈雄 石田　丈雄 昭51. 2. 1内   精   神  診療所
     茨木市寺田町１０－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537042-02260 西里医院 〒567-0802 0726(23)6566西里　枝久子 西里　枝久子 昭51. 7. 1内   小   診療所
     茨木市総持寺駅前町６－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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 537142-02344 西野クリニック 〒567-0032 0726(26)1551西野　国輔 西野　国輔 昭52. 3. 1胃   外   麻  診療所
     茨木市西駅前町１３番２３号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537242-02393 馬渕放射線科医院 〒567-0817 0726(22)2661馬渕　洋一 馬渕　洋一 昭52. 3.14胃   小   呼  診療所
     茨木市別院町３番１５号 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平28. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537342-02450 茨木市保健医療センタ〒567-0031 0726-25-6685一般財団法人茨木市保西部　俊三 昭52.12. 1一般         5診療所
     (42-62450 ) ー附属急病診療所 茨木市春日三丁目１３番５号 常　勤:    3健医療センター　理事 内   歯   現存
     (医       3)長　河井　豊 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537442-02468 角本医院 〒567-0007 0726-43-3736角本　永彦 角本　永彦 昭53. 3. 1内   胃   小  診療所
     茨木市南安威二丁目１番２２号 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537542-02617 奥田医院 〒567-0831 0726-35-0368奥田　敬 奥田　敬 昭54. 6. 1内   小   診療所
     茨木市鮎川一丁目１８番８号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537642-02716 菊山産婦人科 〒567-0876 0726-25-0731菊山　逸夫 菊山　逸夫 昭55. 5. 1産婦 診療所
     茨木市天王二丁目８番２５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537742-02724 友紘会総合病院 〒567-0059 0726-41-2488林　豊行 林　豊行 昭55. 5. 1一般       169病院
     (42-62724 ) 茨木市清水一丁目３４番１号 常　勤:   17 新規 療養       109現存
     (医      14) 平28. 5. 1内   外   整外
     (歯       3) 眼   耳い 脳外
     非常勤:   57 産婦 ひ   皮  
     (医      55) リハ 放   歯  
     (歯       2) 矯歯 歯外 小歯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537842-02773 野木外科診療所 〒567-0001 0726-41-0101野木　慎祐 野木　慎祐 昭56. 1. 1胃   外   皮  診療所
     茨木市安威一丁目１３番１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537942-02815 医療法人博愛会　博愛〒567-0034 072-622-1515医療法人博愛会　理事朱　明義 昭56. 4. 1一般        60病院
     茨木病院 茨木市中穂積三丁目２番４１号 常　勤:    7長　角谷　真枝 新規 療養        84現存
     (医       7) 平29. 4. 1内   リウ 外  
     非常勤:   47 整外 眼   皮  
     (医      47) ひ   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 538042-02823 医療法人崇孝会　北摂〒567-0826 072-633-3313医療法人崇孝会　理事柚木　孝仁 昭56. 4. 1内   循   婦  診療所
     クリニック 茨木市大池一丁目１０番３７号 常　勤:    1長　柚木　孝仁 放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538142-02898 特別養護老人ホーム茨〒568-0097 0726(49)4000社会福祉法人天王福祉玉井　義朗 昭57. 8. 1内   外   歯  診療所
     (42-62898 ) 木莊内診療所 茨木市泉原３７－６ 常　勤:    1会　理事長　柴田　善 現存
     (医       1)史 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538242-02948 社会福祉法人茨木厚生〒567-0028 0726-26-0010社会福祉法人茨木厚生千葉　恭士 昭58. 6. 1消   こう 内  診療所
     会　特別養護老人ホー茨木市畑田町１１番２５号 常　勤:    1会　理事長　白川　藤 皮   外   現存
     ム聖和荘診療所 (医       1)一 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538342-02971 耳鼻咽喉科宇野医院 〒567-0034 0726-22-3341宇野　耕太郎 宇野　耕太郎 昭58.10. 1耳い 診療所
     茨木市中穂積一丁目２番５１号シ常　勤:    1 現存
     ャトー春日第３ビル２階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538442-02989 上野医院 〒567-0883 0726-22-2343上野　豊 上野　豊 昭58.10.24内   小   リハ診療所
     茨木市大手町４番３号 常　勤:    1 循   放   神内現存
     (医       1) 平28.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538542-03003 医療法人恒昭会　藍野〒567-0017 072-641-4100医療法人恒昭会　理事清水　信夫 昭59. 3. 1精神       606病院
     (42-63003 ) 花園病院 茨木市花園二丁目６番１号 常　勤:    9長　小山　郁夫 新規 精   内   リハ現存
     (医       9) 平29. 3. 1歯   
     非常勤:   37
     (医      31)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538642-03011 寺野医院 〒568-0097 0726-49-3216寺野　允將 寺野　允將 昭59. 4. 1内   精   神  診療所
     茨木市大字泉原１１３３番地 常　勤:    1 小   脳外 耳い現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538742-03045 小原医院 〒567-0066 0726-41-3237小原　修 小原　修 昭59. 9. 1内   小   診療所
     茨木市下井町２番５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538842-03060 橋本診療所 〒567-0854 072-634-4724橋本　善造 橋本　善造 昭60. 1. 1一般        15診療所
     茨木市島三丁目６番６号 常　勤:    1 内   外   整外現存
     (医       1) 平30. 1. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 538942-03193 社会福祉法人藍野福祉〒567-0012 0726-27-8471社会福祉法人藍野福祉津田　精一 昭61. 9. 1整外 小   診療所
     会　藍野療育園診療所茨木市東太田一丁目４番３９号 常　勤:    1会　理事長　小山　康 現存
     (医       1)夫 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539042-03201 中村医院 〒567-0018 0726-25-3591中村　育子 中村　育子 昭61. 8. 1内   小   診療所
     茨木市太田一丁目１３番２６号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539142-03219 医療法人　勝田クリニ〒567-0846 0726-33-3111医療法人勝田クリニッ勝田　隆 昭62. 1. 1外   胃   耳い診療所
     ック 茨木市玉島二丁目１０番２１号 常　勤:    2ク　理事長　勝田　隆 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539242-03235 茨木学園診療所 〒568-0097 072-649-4900社会福祉法人　天王福玉井　義朗 昭62. 7. 1内   精   外  診療所
     茨木市泉原３７番１号 常　勤:    1祉会　理事長　柴田　 現存
     (医       1)幸子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539342-03318 小林整形外科 〒567-0031 0726-25-0012小林　誠 小林　誠 昭62.12. 1整外 リウ リハ診療所
     茨木市春日一丁目９番２２号タウ常　勤:    2 皮   現存
     ンハウス今々館１階 (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539442-03359 佐々木外科内科医院 〒567-0032 0726(22)2640佐々木　良高 佐々木　良高 昭63. 6. 1内   胃   外  診療所
     茨木市西駅前町５番３０号　佐々常　勤:    1 整外 放   現存
     木ビル３階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539542-03383 医療法人　大谷クリニ〒567-0817 0726-27-6662医療法人大谷クリニッ大谷　峯久 昭64. 1. 1内   精   心内診療所
     ック 茨木市別院町１番３３号 常　勤:    1ク　理事長　大谷　峯 小   現存
     (医       1)久 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539642-03391 医療法人博寿会　阪上〒567-0888 0726-22-2558医療法人博寿会　阪上阪上　博史 昭64. 1. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 茨木市駅前一丁目２番２１号 常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 現存
     (医       1)長　阪上　博史 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539742-03482 医療法人　井下外科ク〒567-0074 0726-41-1308医療法人井下外科クリ井下　勝男 昭52. 5. 1外   リハ 放  診療所
     リニック 茨木市新郡山二丁目２番３３号 常　勤:    1ニック　理事長　井下 麻   現存
     (医       1)　勝男 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539842-03508 医療法人　国里整形外〒567-0816 0726-22-2373医療法人国里整形外科國里　洋子 昭52. 2. 1整外 外   リハ診療所
     科 茨木市永代町８番８号 常　勤:    1　理事長　國里　洋子 リウ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 539942-03524 医療法人　田中胃腸科〒567-0827 0726-34-8228医療法人田中胃腸科ク田中　孝二 昭60.11. 1内   胃   外  診療所
     クリニック 茨木市稲葉町１９番１９号 常　勤:    1リニック　理事長　田 放   現存
     (医       1)中　孝二 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540042-03532 医療法人　長谷川耳鼻〒567-0868 0726-33-7145医療法人長谷川耳鼻咽長谷川　寛治 昭53.11. 1耳い 診療所
     咽喉科医院 茨木市沢良宜西一丁目１番１３号常　勤:    1喉科医院　理事長　長 現存
     タウンハイツ南茨木５号館２階 (医       1)谷川　寛治 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540142-03540 医療法人　松村医院 〒567-0882 0726-22-2014医療法人松村医院　理松村　麗 昭60. 5. 1耳い 診療所
     茨木市元町１番２３号 常　勤:    2事長　松村　麗 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540242-03557 医療法人　森脇内科 〒567-0829 0726-35-4900医療法人森脇内科　理森脇　昭 昭48. 8. 1内   消   循  診療所
     茨木市双葉町１０番１号茨木東阪常　勤:    2事長　森脇　昭 放   呼   現存
     急ビル (医       1) 平28. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540342-03649 平山皮フ科クリニック〒567-0868 072-637-0266平山　公三 平山　公三 平 2. 4. 1皮   診療所
     茨木市沢良宜西一丁目４番１号エ常　勤:    1 現存
     ミネンス南茨木１０１ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540442-03664 耳鼻咽喉科おち医院 〒567-0802 072-622-9853越智　雅社 越智　雅社 平 2. 6. 1耳い 診療所
     茨木市総持寺駅前町５番３２号コ常　勤:    2 現存
     エリーⅡ２階 (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540542-03698 医療法人　藤井クリニ〒567-0868 072-635-5122医療法人藤井クリニッ藤井　恒二 平 2. 7. 1内   小   放  診療所
     ック 茨木市沢良宜西一丁目２番２０号常　勤:    3ク　理事長　藤井　恒 現存
     タウンハイツ南茨木２号館２０１(医       3)二 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540642-03706 茂松整形外科 〒567-0851 0726-33-8801茂松　茂人 茂松　茂人 平 2.12. 1整外 外   リウ診療所
     茨木市真砂三丁目１２番１９号 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540742-03714 医療法人　栗原医院 〒567-0810 072-626-2102医療法人栗原医院　理栗原　裕彦 平 3. 1. 1内   小   放  診療所
     茨木市宮元町１番１５号 常　勤:    1事長　栗原　裕彦 循   消   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 540842-03722 医療法人　船戸医院 〒567-0041 072-627-3139医療法人船戸医院　理森口　三咲 平 3. 1. 1内   皮   放  診療所
     茨木市下穂積二丁目９番１７号 常　勤:    2事長　森口　林太郎 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540942-03847 医療法人　八木耳鼻咽〒567-0831 0726-33-8787医療法人八木耳鼻咽喉八木　英晴 平 4. 7. 1耳い 診療所
     喉科 茨木市鮎川四丁目２５番２０号 常　勤:    1科　理事長　八木　英 現存
     (医       1)晴 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541042-03888 医療法人　堀井医院 〒567-0828 072-632-2233医療法人堀井医院　理堀井　孝容 平 5. 1. 1内   胃   診療所
     茨木市舟木町５番２６号 常　勤:    1事長　堀井　孝容 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541142-03896 辰見医院 〒568-0091 0726-49-2018辰見　宣夫 辰見　宣夫 平 5. 1. 1内   小   診療所
     茨木市大字大岩５５６番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541242-03946 医療法人仁和会　吉原〒567-0031 072-627-3635医療法人仁和会　理事吉原　正晴 平 6. 1. 1眼   診療所
     眼科医院 茨木市春日一丁目４番１２号 常　勤:    1長　吉原　正晴 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541342-03987 王子クリニック 〒567-0805 0726-34-5377王子　佳宣 王子　佳宣 平 6. 5. 1外   リハ 消  診療所
     茨木市橋の内２－２－２６クボタ常　勤:    1 新規 放   現存
     コーポ１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541442-04035 医療法人　陣内外科 〒567-0824 0726-35-1311医療法人陣内外科　理陣内　森之祐 平 7. 1. 1外   胃   こう診療所
     茨木市中津町５番３号 常　勤:    1事長　陣内　森之祐 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541542-04068 須永医院 〒567-0896 0726-32-3323須永　恭司 須永　恭司 平 7. 1. 1内   循   小  診療所
     茨木市玉水町１番１５号 常　勤:    3 継承 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541642-04076 大橋眼科 〒567-0829 0726-35-1123大橋　孝男 大橋　孝男 平 7. 4. 1眼   診療所
     茨木市双葉町９番２１号　コスモ常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541742-04092 内田クリニック 〒567-0047 0726-25-7488内田　英一 内田　英一 平 7. 5. 1内   放   診療所
     茨木市美穂ケ丘３番６号山本ビル常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541842-04126 医療法人　永井医院 〒567-0883 0726-22-0237医療法人永井医院　理永井　隆雄 平 7. 6. 1内   循   リハ診療所
     茨木市大手町１０番１９号 常　勤:    1事長　永井　隆雄 移転 放   小   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
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 541942-04134 医療法人篤 会　谷川〒567-0031 0726-22-3833医療法人篤 会　理事尾方　章人 平 7. 7. 1一般        43病院
     記念病院 茨木市春日一丁目１６番５９号 常　勤:    7長　谷川　允彦 組織変更 消   外   内  現存
     (医       7) 平28. 7. 1婦   脳外 整外
     非常勤:   45
     (医      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542042-04159 富永医院 〒567-0861 0726-35-7684富永　正志 富永　正志 平 7. 9. 1小   内   診療所
     茨木市東奈良一丁目４番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542142-04191 医療法人　中島クリニ〒567-0824 072-638-6678医療法人中島クリニッ中島　 明 平 8. 1. 1内   リハ 診療所
     ック 茨木市中津町２番４号カシックス常　勤:    1ク　理事長　中島　 組織変更 現存
     ビル３階 (医       1)明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542242-04209 医療法人　西部クリニ〒567-0031 0726-22-6166医療法人西部クリニッ西部　俊三 平 8. 1. 1胃   外   放  診療所
     ック 茨木市春日一丁目１番３号 常　勤:    1ク　理事長　西部　俊 組織変更 現存
     (医       1)三 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542342-04217 医療法人朋愛会　サン〒567-0884 072-627-3459医療法人朋愛会　理事田中　哲二 平 7.11. 1一般        88病院
     タマリア病院 茨木市新庄町１３番１５号 常　勤:    5長　依田　久実 組織変更 内   産婦 放  現存
     (医       4) 平28.11. 1外   小   胃  
     (薬       1) 循   呼   麻  
     非常勤:   43 整外 
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542442-04258 井上クリニック 〒567-0883 0726-25-3351井上　秀治 井上　秀治 平 8. 4. 1こう 外   消  診療所
     茨木市大手町１番２６号西野ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542542-04282 奥村クリニック 〒567-0882 0726-21-6281奥村　泰啓 奥村　泰啓 平 8. 6. 1内   胃   診療所
     茨木市元町一丁目２３番松村ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542642-04290 大河内医院 〒567-0888 0726-25-1222大河内　壽一 大河内　壽一 平 8. 6. 1内   診療所
     茨木市駅前三丁目１番３号東伸ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542742-04308 医療法人　奥野眼科 〒567-0802 072-622-9110医療法人　奥野眼科　奥野　眞知子 平 8. 7. 1眼   診療所
     茨木市総持寺駅前町５番３２号ハ常　勤:    1理事長　奥野　眞知子 組織変更 現存
     ウスコエリⅡ１階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 542842-04373 医療法人　岸本クリニ〒567-0868 072-638-1100医療法人　岸本クリニ岸本　康朗 平 9. 1. 1内   麻   リハ診療所
     ック 茨木市沢良宜西一丁目４番１０号常　勤:    1ック　理事長　岸本　 組織変更 脳外 放   現存
     ノベルティ南茨木１階 (医       1)康朗 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542942-04381 医療法人　寺尾皮フ科〒567-0032 072-624-4112医療法人　寺尾皮フ科寺尾　祐一 平 9. 1. 1皮   診療所
     茨木市西駅前町１３番２１号　ロ常　勤:    2　理事長　寺尾　祐一 組織変更 現存
     ーズヒル１階 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543042-04407 医療法人　増進会　本〒567-0032 072-624-0678医療法人増進会　本田本田　実千雄 平 9. 1. 1眼   診療所
     田眼科クリニック 茨木市西駅前町９番２９号ウェー常　勤:    2眼科クリニック　理事 組織変更 現存
     ブ－Ⅰ　３階 (医       2)長　本田　実千雄 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543142-04423 須永内科小児科医院 〒567-0006 0726-43-4161須永　匡彦 須永　匡彦 平 9. 1. 1内   小   消  診療所
     茨木市耳原三丁目２番１６号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543242-04456 医療法人　大島整形外〒567-0806 0726-22-0345医療法人大島整形外科大島　正義 平 9. 5. 1外   整外 リハ診療所
     科 茨木市庄二丁目１９番１４号 常　勤:    1　理事長　大島　正義 移転 リウ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543342-04464 医療法人領愛会　大嶋〒567-0829 0726-33-0119医療法人領愛会　理事大嶋　一德 平 9. 7. 1内   外   消  診療所
     クリニック 茨木市双葉町８番１９号 常　勤:    3長　大嶋　一德 組織変更 放   現存
     (医       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543442-04472 横山・渡辺クリニック〒567-0031 0726-27-9876医療法人メディカルメ横山　如人 平 9. 7.17精   心内 内  診療所
     茨木市春日二丁目１番１２号ラウ常　勤:    3ンタルケア　理事長　 移転 現存
     ンド春日ビル３階 (医       3)渡邉　洋一郎 平24. 7.17
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543542-04498 よしだ内科 〒567-0872 0726-31-1117吉田　剛 吉田　剛 平 9.11. 1内   消   循  診療所
     茨木市新中条町１２番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543642-04514 浜口内科 〒567-0828 0726-38-1003濵口　尚重 濵口　尚重 平10. 1. 1内   循   診療所
     茨木市舟木町８番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 543742-04548 医療法人稲風会　鈴木〒567-0888 072-624-1113医療法人稲風会　理事鈴木　良紀 平10. 1. 1一般        11診療所
     医院 茨木市駅前三丁目５番２１号 常　勤:    1長　鈴木　良紀 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543842-04555 医療法人辰恵会　辰見〒567-0832 0726-34-8411医療法人辰恵会　理事石川　一彦 平10. 1. 1循   消   内  診療所
     クリニック 茨木市白川二丁目１番５号アドバ常　勤:    1長　石川一彦 組織変更 小   現存
     ン１階 (医       1) 平28. 1. 1循環器内科、消
     非常勤:    2 化器内科、内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543942-04571 常清の里診療所 〒567-0059 0726-41-3151社会福祉法人慶徳会　山本　達雄 平10. 3. 1内   神内 診療所
     茨木市清水一丁目２８番２２号 常　勤:    1理事長　大和　治文 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544042-04597 増田内科医院 〒567-0886 0726-24-0661増田　一裕 増田　一裕 平10. 5. 1内   診療所
     茨木市下中条町３番４号アークＡ常　勤:    1 新規 現存
     １階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544142-04613 隅クリニック 〒567-0034 0726-22-3858隅　清臣 隅　清臣 平10. 7. 1小   神内 診療所
     茨木市中穂積三丁目２番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544242-04654 しばさき小児科 〒567-0041 0726-26-9011柴崎　浩一 柴崎　浩一 平10. 9. 1小   アレ 診療所
     茨木市下穂積一丁目３－１０１ホ常　勤:    1 新規 現存
     ワイトハウス穂積 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544342-04662 こうだクリニック 〒567-0037 0726-31-1335好田　康 好田　康 平10. 1. 1内   心内 リハ診療所
     茨木市上穂東町２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544442-04670 医療法人けあき会　川〒567-0828 0726-32-0200医療法人けあき会　理川尻　勝久 平11. 1. 1脳外 外   リハ診療所
     尻クリニック 茨木市舟木町１９番２０号林泉第常　勤:    1事長　川尻　勝久 組織変更 現存
     ７ビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544542-04704 医療法人鴻恵会　かん〒567-0892 0726-32-9420医療法人　鴻恵会　理韓　鴻濱 平11. 1. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 茨木市並木町１３番１号ル・プレ常　勤:    1事長　韓　鴻濱 組織変更 現存
     Ｎ１ビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 544642-04738 医療法人　岡田眼科医〒567-0868 072-638-1010医療法人岡田眼科医院岡田　寿夫 平11. 2. 1眼   診療所
     院 茨木市沢良宜西一丁目４番１２号常　勤:    1　理事長　岡田　寿夫 移転 現存
     パロス沢良宜１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544742-04803 うまきクリニック 〒567-0021 0726-20-1115馬木　逸美 馬木　逸美 平11. 9. 1内   胃   診療所
     茨木市三島丘二丁目８番１７号角常　勤:    1 新規 現存
     屋ビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544842-04811 医療法人健栄会　三康〒567-0801 072-625-7373医療法人健栄会　理事上野　信之 平11. 8. 2ひ   診療所
     クリニック 茨木市総持寺二丁目２番５号 常　勤:    1長　小野　秀太 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544942-04969 医療法人蒼龍会　井上〒567-0046 072-620-0700医療法人　蒼龍会　理辻本　大治 平11.10. 1内   診療所
     診療所 茨木市南春日丘七丁目９番１９号常　勤:    1事長　筒泉　正春 新規 現存
     サンフラワー南春日丘１，２階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545042-04985 ふくながこどもクリニ〒567-0894 0726-30-0753福永　泰広 福永　泰広 平11.11. 1小   診療所
     ック 茨木市若園町３７番２９号メゾン常　勤:    1 新規 現存
     ・ヴェルドゥール１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545142-05016 医療法人紫博会　なか〒567-0886 072-621-2194医療法人　紫博会　理中迎　憲章 平11.11. 1精   神   心内診療所
     むかいクリニック 茨木市下中条町４番５号ラ・フレ常　勤:    2事長　中迎　憲章 移転 現存
     ール２階 (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545242-05024 社会福祉法人　秀幸福〒567-0806 072-631-5151社会福祉法人　秀幸福井上　俊宏 平12. 2. 1内   診療所
     祉会　庄栄エルダーセ茨木市庄二丁目７番３８号 常　勤:    1祉会　理事長　中尾　 新規 現存
     ンター診療所 (医       1)巖 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545342-05057 なかじま内科 〒567-0831 0726-36-8305中島　周三 中島　周三 平12. 4. 1内   消   診療所
     茨木市鮎川五丁目６番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545442-05073 医療法人　橘井会　江〒567-0801 072-625-3675医療法人　橘井会　理江川　真人 平12. 4.10一般        18診療所
     川産婦人科医院 茨木市総持寺二丁目１番５号 常　勤:    2事長　江川　真人 移転 産婦 現存
     (医       2) 平30. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 545542-05107 医療法人　内海眼科医〒567-0882 072-626-1223医療法人　内海眼科医内海　隆 平12. 4.17眼   診療所
     院 茨木市元町２番１３号　プランド常　勤:    1院　理事長　内海　隆 移転 現存
     ールマツモト２階 (医       1) 平30. 4.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545642-05149 江川クリニック 〒567-0802 0726-27-8552江川　泰人 江川　泰人 平12. 7. 1内   消   診療所
     茨木市総持寺駅前町１３番１１号常　勤:    1 新規 現存
     　江川ハイツ１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545742-05156 牧クリニック 〒567-0891 0726-30-0851牧　英明 牧　英明 平12. 7. 1外   消   こう診療所
     茨木市水尾一丁目１７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545842-05164 奥田産婦人科 〒567-0815 0726-22-5253奥田　弘賢 奥田　弘賢 平12. 6. 1一般         9診療所
     茨木市竹橋町１５番８号 常　勤:    1 移転 産婦 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545942-05198 医療法人　内野小児科〒567-0851 0726-38-0726医療法人　内野小児科内野　弘己 平12. 7. 1小   診療所
     茨木市真砂一丁目９番２４号 常　勤:    1　理事長　内野　弘己 移転 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546042-05222 岩松クリニック 〒567-0012 0726-27-3834岩松　克彦 岩松　克彦 平12.11. 1内   ひ   診療所
     茨木市東太田一丁目１番１０９号常　勤:    1 移転 現存
     ローレルハイツ茨木総持寺１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546142-05230 医療法人　佐久川クリ〒567-0824 0726-30-3838医療法人　佐久川クリ佐久川　政尚 平13. 1. 1眼   皮   診療所
     ニック 茨木市中津町１８番２３号プラザ常　勤:    2ニック　理事長　佐久 組織変更 現存
     タツミビル２階Ａ号室 (医       2)川　政尚 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546242-05248 医療法人駿仁会　ベッ〒567-0803 0726-35-1021医療法人駿仁会　理事別役　聡士 平13. 1. 1内   麻   リハ診療所
     チャククリニック 茨木市中総持寺町１２番２号 常　勤:    1長　別役　聡士 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546342-05271 きはら内科クリニック〒567-0803 0726-37-1205木原　幸一 木原　幸一 平13. 5. 1内   循   呼  診療所
     茨木市中総持寺町９番１号高尾ビ常　勤:    1 新規 消   現存
     ル３階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 546442-05305 医療法人　永井眼科 〒567-0891 0726-35-1519医療法人　永井眼科　永井　 子 平13. 7. 1眼   診療所
     茨木市水尾三丁目８番５号永井ビ常　勤:    1理事長　永井　 子 組織変更 現存
     ル２階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546542-05313 医療法人　はんだクリ〒567-0895 0726-30-6110医療法人　はんだクリ半田　忠利 平13. 7. 1胃   内   診療所
     ニック 茨木市玉櫛一丁目１５番８号メゾ常　勤:    1ニック　理事長　半田 組織変更 現存
     ン・プルミエール１階 (医       1)　忠利 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546642-05370 髙岡クリニック 〒567-0868 0726-57-1101髙岡　秀人 髙岡　秀人 平13.10. 1神   心内 精  診療所
     茨木市沢良宜西一丁目４番１号エ常　勤:    1 新規 現存
     ミネンス南茨木２０２ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546742-05396 医療法人百進会　もも〒567-0810 0726-27-8369医療法人百進会　理事高原　寛 平14. 1. 1内   麻   外  診療所
     たろう痛みのクリニッ茨木市宮元町１番１０号　池上ハ常　勤:    1長　高原　寛 組織変更 皮   リウ 現存
     ク イツ１階 (医       1) 平26. 1. 1０１：ペインク
     非常勤:    1 リニック内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546842-05412 吉川医院 〒567-0817 0726-27-2368 川　章彦 川　章彦 平14. 2. 1皮   診療所
     茨木市別院町５番３号　１０１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546942-05438 医療法人　豊仁会　第〒567-0895 0726-35-1035医療法人　豊仁会　理近藤　浩之 平14. 6. 1外   消   小  診療所
     二近藤診療所 茨木市玉櫛二丁目１７番１８号 常　勤:    2事長　近藤　香織 新規 内   眼   現存
     (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547042-05461 医療法人仁徳会　河村〒567-0817 0726-22-2569医療法人仁徳会　理事河村　英輔 平14. 5. 1内   胃   外  診療所
     メディカルクリニック茨木市別院町５番１６号 常　勤:    1長　河村　英輔 組織変更 整外 皮   ひ  現存
     (医       1) 平26. 5. 1放   こう リハ
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547142-05495 医療法人　大森医院 〒567-0895 0726-38-4187医療法人　大森医院　大森　研史 平14. 9. 1耳い 診療所
     茨木市玉櫛二丁目３２番１３号 常　勤:    1理事長　大森　研史 移転 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547242-05503 医療法人　耳鼻咽喉科〒567-0805 0726-35-8898医療法人　耳鼻咽喉科岡部　宇彦 平14. 8.19耳い 診療所
     岡部医院 茨木市橋の内二丁目８番１２号 常　勤:    1岡部医院　理事長　岡 移転 現存
     (医       1)部　宇彦 平26. 8.19
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 547342-05529 医療法人　中尾内科ク〒567-0031 072-621-4777医療法人中尾内科クリ中尾　誠 平15. 1. 1内   小   リハ診療所
     リニック 茨木市春日四丁目１０番４号リヴ常　勤:    1ニック　理事長　中尾 組織変更 現存
     ェール春日１階 (医       1)　誠 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547442-05537 医療法人　おがさ整形〒567-0832 072-652-1177医療法人おがさ整形外小笠　智嗣 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     外科 茨木市白川一丁目３番１８号 常　勤:    1科　理事長　小笠　智 組織変更 外   現存
     (医       1)嗣 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547542-05545 おごし皮フ科 〒567-0895 072-632-0789生越　まち子 生越　まち子 平15. 2. 1皮   診療所
     茨木市玉櫛二丁目２９番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547642-05610 とみたクリニック 〒567-0843 072-630-6722富田　智史 富田　智史 平15. 9. 2皮   診療所
     茨木市星見町２０－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547742-05628 社会福祉法人恩賜財団〒567-0035 072-622-8651社会福祉法人恩賜財団立田　浩 平15.11. 1一般       315病院
     　大阪府済生会茨木病茨木市見付山二丁目１番４５号 常　勤:   50大阪府済生会　支部長 移転 内   精   神  現存
     院 (医      50)　岡上　武 平27.11. 1小   外   整外
     非常勤:   50 眼   脳外 皮  
     (医      50) ひ   産婦 放  
     耳い リハ 消  
     麻   循   形外
     心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547842-05636 医療法人　聖クリニッ〒567-0072 072-640-6030医療法人聖クリニック西尾　聖 平16. 1. 1内   消   小  診療所
     ク 茨木市郡五丁目１８番５号ダイヤ常　勤:    1　理事長　西尾　聖 組織変更 リハ 現存
     ・トゥーレ１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547942-05644 特別養護老人ホーム春〒567-0007 072-640-2626社会福祉法人信仁会　秋岡　壽 平16. 2. 1内   診療所
     風診療所 茨木市南安威二丁目１０番５号 常　勤:    1理事長　田中　正一 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548042-05669 医療法人　湯川クリニ〒567-0032 072-631-7267医療法人湯川クリニッ湯川　正明 平16. 3. 1皮   診療所
     ック 茨木市西駅前町３番９号アルシェ常　勤:    1ク　理事長　湯川　正 新規 現存
     １Ｆ (医       1)明 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548142-05685 たなかクリニック 〒567-0832 0726-36-8808田中　聡 田中　聡 平16. 5. 1形外 皮   診療所
     茨木市白川一丁目３番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 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   605 頁

 548242-05701 医療法人　居相整形外〒567-0021 072-620-7540医療法人居相整形外科居相　浩之 平16. 7. 1整外 外   リハ診療所
     科 茨木市三島丘二丁目８番１７号角常　勤:    1　理事長　居相　浩之 組織変更 リウ 現存
     屋ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548342-05719 医療法人　たに医院 〒567-0876 072-631-0213医療法人たに医院　理溪　浩司 平16. 7. 1内   循   診療所
     茨木市天王二丁目８番２７号 常　勤:    1事長　溪　浩司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548442-05727 篠永医院 〒567-0851 072-633-3776篠永　安秀 篠永　安秀 平16. 7. 1内   外   放  診療所
     茨木市真砂一丁目２番３６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548542-05743 医療法人吉原会　吉原〒567-0828 072-634-1112医療法人吉原会　理事安成　隆治 平16.12. 1眼   診療所
     眼科医院 茨木市舟木町２番７号ルブラン２常　勤:    1長　安成　隆治 移転 現存
     ，３階 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548642-05784 コムシェいばらき診療〒567-0846 072-632-3355社会福祉法人佳翔会　木下　義久 平17. 4. 1内   外   精  診療所
     所 茨木市玉島一丁目２８番１号 常　勤:    1理事長　沢田　正明 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548742-05792 須藤耳鼻咽喉科 〒567-0826 072-634-5755須藤　正治 須藤　正治 平17. 3. 1耳い 診療所
     茨木市大池一丁目１４番３６号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548842-05800 南医院 〒567-0085 072-640-1113南　友策 南　友策 平17. 5. 1内   小   診療所
     茨木市彩都あさぎ三丁目２番地３常　勤:    2 新規 現存
     ２号 (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548942-05826 おおみや形成外科クリ〒567-0883 072-622-0505大宮　由香 大宮　由香 平17. 7. 1形外 皮   診療所
     ニック 茨木市大手町１０－２アルカサー常　勤:    1 新規 現存
     ルセリジェ大手町１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549042-05859 医療法人慶水会　都田〒567-0828 072-632-0111医療法人慶水会　理事都田　慶一 平18. 1. 1ひ   性   診療所
     泌尿器科医院 茨木市舟木町５番１４号　ＹＮビ常　勤:    1長　都田　慶一 組織変更 現存
     ル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549142-05867 宮田クリニック 〒567-0032 072-631-2600宮田　明 宮田　明 平18. 2. 1心内 神   精  診療所
     茨木市西駅前町５番３６号　茨木常　勤:    1 新規 現存
     髙橋ビル３階 (医       1) 平30. 2. 1
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 549242-05875 岩井医院 〒567-0802 072-627-2061岩井　博司 岩井　博司 平18. 4. 1内   循   胃  診療所
     茨木市総持寺駅前町１０番１１号常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549342-05891 ひざわ皮膚科クリニッ〒567-0016 072-641-2345檜澤　孝之 檜澤　孝之 平18. 5. 1皮   診療所
     ク 茨木市十日市町６番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549442-05917 医療法人　かねもとク〒567-0035 072-621-0071医療法人　かねもとク金本　裕吉 平18. 7. 1内   胃   診療所
     リニック 茨木市見付山一丁目４番１号 常　勤:    1リニック　理事長　金 組織変更 現存
     (医       1)本　裕吉 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549542-05933 医療法人　裕愛会　松〒567-0891 072-636-1377医療法人　裕愛会　理松本　憲尚 平18.10. 1整外 リハ 診療所
     本メディカルクリニッ茨木市水尾三丁目１６番２８号メ常　勤:    1事長　松本　憲尚 新規 現存
     ク デミックス茨木水尾１階２階 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549642-05941 はしづめ内科 〒567-0876 072-621-7373橋爪　喜代子 橋爪　喜代子 平18.11. 1内   診療所
     茨木市天王二丁目６番７号エルデ常　勤:    1 新規 現存
     ィ南茨木２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549742-05966 医療法人　栄清会　す〒567-0802 0726-31-8811医療法人　栄清会　理杉本　清 平19. 1. 1内   消   放  診療所
     ぎもとクリニック 茨木市総持寺駅前町１番３２号ハ常　勤:    1事長　杉本　清 組織変更 現存
     イムエーデル１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549842-05974 医療法人　一明会　細〒567-0886 0726-22-5159医療法人　一明会　理細見　洋一 平19. 1. 1内   小   診療所
     見医院 茨木市下中条町７番１０号 常　勤:    1事長　細見　洋一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549942-05990 まちでらクリニック 〒567-0065 072-641-4411待寺　則和 待寺　則和 平19. 4. 1内   胃   こう診療所
     茨木市上郡二丁目１３番１４号Ｇ常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     ＯＤＡ　Ｃ＆Ｅビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550042-06006 長谷川内科 〒567-0825 072-637-5521長谷川　稔 長谷川　稔 平19. 5. 1内   消   診療所
     茨木市園田町１４番３１号 常　勤:    1 新規 内科（消化器、現存
     (医       1) 平25. 5. 1血液）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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   607 頁

 550142-06022 医療法人かくいわ会　〒567-0876 072-645-3387医療法人かくいわ会　永井　香織 平19. 5. 1耳い 診療所
     ながい耳鼻咽喉科 茨木市天王二丁目６番７号エルデ常　勤:    1理事長　岩野　正 新規 現存
     ィ南茨木ビル５階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550242-06030 こうもと内科・小児科〒567-0891 072-657-0121河本　陽介 河本　陽介 平19. 5. 1内   小   診療所
     クリニック 茨木市水尾三丁目１６番２８号メ常　勤:    1 新規 現存
     デミックス茨木水尾２階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550342-06063 本迫医院 〒567-0065 072-643-5485本迫　洋一郎 本迫　洋一郎 平19. 6. 1内   胃   外  診療所
     茨木市上郡一丁目２番３号 常　勤:    1 継承 整外 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550442-06071 医療法人陽風会　片山〒567-0829 0726-57-0556医療法人陽風会　理事片山　尚典 平19. 7. 1心内 精   診療所
     メンタルクリニック 茨木市双葉町８番１号　奥村ビル常　勤:    1長　片山　尚典 組織変更 現存
     ４階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550542-06089 医療法人友紘会　彩都〒567-0085 072-641-6898医療法人友紘会　理事中村　仁信 平19. 9. 1一般       204病院
     (42-66089 ) 友紘会病院 茨木市彩都あさぎ七丁目２番１８常　勤:   15長　林　豊行 新規 内   外   消  現存
     号 (医      14) 平25. 9. 1整外 脳外 ひ  
     (歯       1) 婦   放   耳い
     非常勤:   44 精   歯外 
     (医      43)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550642-06121 むらにし皮フ科 〒567-0035 072-629-8601村西　美智子 村西　美智子 平20. 1. 1皮   診療所
     茨木市見付山一丁目１番３１号の常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550742-06147 岡本クリニック 〒567-0887 072-631-1158岡本　文雄 岡本　文雄 平20. 3. 1循   呼   内  診療所
     茨木市西中条町３番１０１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550842-06154 医療法人　高原クリニ〒567-0868 072-633-9029医療法人高原クリニッ高原　順矢 平20. 7. 1内   胃   皮  診療所
     ック 茨木市沢良宜西一丁目１番３号南常　勤:    2ク　理事長　高原　雅 組織変更 放   外   リハ現存
     茨木第２阪急ビル４階 (医       2)和 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 550942-06162 医療法人誠友会　茨木〒567-0881 072-624-0110医療法人誠友会　理事横井　勅洋 平20.11. 1内   循   リハ診療所
     誠友クリニック 茨木市上中条一丁目９番３２号茨常　勤:    1長　親康　誠一 移転 呼   消   リウ現存
     木メディカルビル１階 (医       1) 平26.11. 1整外 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551042-06170 医療法人　大崎医院 〒567-0817 0726-24-5087医療法人大崎医院　理大崎　尚 平21. 1. 1一般         5診療所
     茨木市別院町７番３３号 常　勤:    1事長　大崎　尚 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551142-06238 医療法人　岡クリニッ〒567-0816 072-623-3663医療法人岡クリニック岡　達治 平21. 7. 1精   心内 診療所
     ク 茨木市永代町７番１０号川崎ビル常　勤:    1　理事長　岡　達治 組織変更 現存
     ３階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551242-06261 秋岡・西代医院 〒567-0895 0726-32-3232秋岡　壽 秋岡　壽 平21.12.25内   外   整外診療所
     茨木市玉櫛二丁目３２番１０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551342-06279 医療法人医泉会　きよ〒568-0097 072-648-1010医療法人医泉会　理事豊田　哲郎 平22. 1. 1内   外   精  診療所
     たにクリニック 茨木市泉原６番１号 常　勤:    1長　鹿島　祥隆 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551442-06287 齋藤眼科 〒567-0033 072-657-7622齋藤　久富 齋藤　久富 平22. 3. 1眼   診療所
     茨木市松ケ本町８番３０号の３マ常　勤:    1 新規 現存
     イカル茨木エムズウォーク３階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551542-06295 のせ整形外科クリニッ〒567-0885 072-628-2030野瀬　優 野瀬　優 平22. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 茨木市東中条町８番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551642-06303 特別養護老人ホーム　〒567-0046 072-625-6377社会福祉法人大阪府社大竹　典子 平22. 5. 1内   診療所
     春日丘荘診療所 茨木市南春日丘７丁目１１番２２常　勤:    1会福祉事業団　理事長 新規 現存
     号春日丘荘内 (医       1)　行松　英明 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551742-06345 さと在宅クリニック 〒567-0895 072-637-1556川床　聡 川床　聡 平22. 7. 1内   診療所
     茨木市玉櫛二丁目２８番１２号サ常　勤:    1 移転 現存
     ンクチュアリムライ１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 551842-06352 きどレディースクリニ〒567-0828 072-635-6366木戸　良子 木戸　良子 平22. 5.27一般         2診療所
     ック 茨木市舟木町１５番６号 常　勤:    1 継承 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平28. 5.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551942-06360 いのうえ内科 〒567-0815 072-628-5533井上　俊宏 井上　俊宏 平22. 9. 1内   診療所
     茨木市竹橋町４番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552042-06378 佐々木耳鼻咽喉科クリ〒567-0829 072-636-6650佐々木　知 佐々木　知 平22.10. 1耳い 診療所
     ニック 茨木市双葉町９番１７号茨木佐々常　勤:    1 新規 現存
     木ビル２階 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552142-06386 ゆうき耳鼻咽喉科 〒567-0885 072-657-8719結城　和央 結城　和央 平23. 1. 1耳い 診療所
     茨木市東中条町１番５号西川ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552242-06410 金田眼科 〒567-0888 072-622-8350金田　穣次 金田　穣次 平23. 1. 1眼   診療所
     茨木市駅前二丁目１番２１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552342-06436 すぎた子どもクリニッ〒567-0035 072-645-7333杉田　久美子 杉田　久美子 平23. 1. 1小   診療所
     ク 茨木市見付山一丁目１－４０－８常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552442-06444 医療法人　髙島整形外〒567-0868 072-630-2600医療法人　髙島整形外髙島　孝之 平23. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科 茨木市沢良宜西一丁目１３番２２常　勤:    2科　理事長　髙島　孝 組織変更 現存
     号 (医       2)之 平29. 1. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552542-06451 萩野医院 〒567-0074 072-643-1190萩野　眞奈美 萩野　眞奈美 平23. 2. 1内   小   診療所
     茨木市新郡山二丁目２番３０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 552642-06469 さかいメンタルクリニ〒567-0888 072-625-7555堺　潤 堺　潤 平23. 4. 5心内 神   精  診療所
     ック 茨木市駅前２丁目４番３４号　茨常　勤:    1 継承 現存
     木ＲＧＢ６階 (医       1) 平29. 4. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552742-06477 かわさき眼科クリニッ〒567-0828 072-646-5911河﨑　千恵子 河﨑　千恵子 平23. 6. 1眼   診療所
     ク 茨木市舟木町１５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552842-06485 医療法人　命の冠会　〒567-0816 072-620-2700医療法人　命の冠会　平　通也 平23. 7. 1内   整外 形外診療所
     希ファミリークリニッ茨木市永代町５番３０６号 常　勤:    1理事長　平　通也 組織変更 リハ 現存
     ク (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552942-06493 釘抜医院 〒567-0041 072-622-6092釘抜　正明 釘抜　正明 平23. 8.16内   診療所
     茨木市下穂積三丁目１２番２４号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553042-06501 いのうえ整形外科 〒567-0035 072-646-8805井上　 井上　 平23.11. 1整外 リウ リハ診療所
     茨木市見付山２丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553142-06519 むらい内科循環器内科〒567-0034 072-625-1500村井　基修 村井　基修 平23.11. 1内   循   診療所
     茨木市中穂積１丁目７－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553242-06535 医療法人　原田整形外〒567-0888 072-645-5523医療法人原田整形外科原田　拓 平24. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     科クリニック 茨木市駅前一丁目４番１４号エス常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     テート茨木駅前２Ｆ (医       1)原田　拓 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553342-06543 医療法人　瑠璃会　岩〒567-0831 072-657-1001医療法人　瑠璃会　理岩﨑　正洋 平24. 1. 1内   消   アレ診療所
     﨑正洋クリニック 茨木市鮎川三丁目９番３１号 常　勤:    1事長　岩﨑　正洋 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553442-06550 徳永医院 〒567-0806 072-622-8355徳永　博正 徳永　博正 平24. 4. 1内   心内 精  診療所
     茨木市庄２丁目２６番１４号　コ常　勤:    2 継承 現存
     ーポかみすな１０２号 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 553542-06568 ひらいわクリニック 〒567-0883 072-646-8646平岩　哲也 平岩　哲也 平24. 5. 1内   診療所
     茨木市大手町６－１０ヴィラ・コ常　勤:    1 新規 甲状腺、内分泌現存
     ントゥール１Ｆ (医       1) 平30. 5. 1内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553642-06576 うめだクリニック 〒567-0816 072-622-3323梅田　達也 梅田　達也 平24. 5. 1内   循   診療所
     茨木市永代町４番２０６号ソシオ常　勤:    1 新規 現存
     Ⅱ　２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553742-06592 北野外科内科 〒567-0843 072-635-0131北野　貴弘 北野　貴弘 平24. 5. 1一般        15診療所
     茨木市星見町１８番３号 常　勤:    2 継承 外   内   胃  現存
     (医       2) 平30. 5. 1小外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553842-06600 医療法人　宇都山医院〒567-0843 072-634-0202医療法人　宇都山医院宇都山　欣也 平24. 7. 1リハ 内   神内診療所
     茨木市星見町１０番３０号 常　勤:    2　理事長　宇都山　欣 組織変更 現存
     (医       2)也 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553942-06618 多田クリニック 〒567-0034 072-622-1239多田　裕一 多田　裕一 平24. 9. 1脳外 診療所
     茨木市中穂積１丁目２－３アクト常　勤:    1 新規 現存
     タレイア茨木駅前１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554042-06634 つきやまクリニック 〒567-0829 072-648-5335月山　芙蓉 月山　芙蓉 平25. 1. 1内   外   循  診療所
     茨木市双葉町８－８双葉マンショ常　勤:    1 新規 現存
     ン１０１ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554142-06642 茨木療護園診療所 〒568-0085 072-649-3284社会福祉法人　友愛会西口　聖治 平23. 4. 1内   整外 精  診療所
     茨木市忍頂寺２９２番１ 常　勤:    1　理事長　岡澤　正善 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554242-06675 みしなこどもクリニッ〒567-0886 072-629-7572三品　瞳 三品　瞳 平25. 7. 1小   診療所
     ク 茨木市下中条町６番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554342-06683 ハズしまぶくろクリニ〒567-0065 072-640-0170島袋　隆 島袋　隆 平25. 9. 1外   内   診療所
     ック 茨木市上郡２丁目１３番１４号ゴ常　勤:    1 新規 現存
     ウダＣ＆Ｅビル３階 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 554442-06709 いしが城谷クリニック〒567-0883 072-622-3003城谷　知彦 城谷　知彦 平25. 9. 1内   小   診療所
     茨木市大手町１２番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554542-06717 中菅野医院 〒567-0046 072-622-1888菅野　亘 菅野　亘 平25. 9. 1内   診療所
     茨木市南春日丘１丁目１番３４号常　勤:    1 継承 現存
     光寿ビル１階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554642-06725 かとう眼科 〒567-0817 072-624-2440加藤　明子 加藤　明子 平25.12. 1眼   診療所
     茨木市別院町４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554742-06733 せしも胃腸肛門クリニ〒567-0882 072-646-5111瀬下　巖 瀬下　巖 平26. 2. 1こう 外   消  診療所
     ック 茨木市元町２－１０ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554842-06741 医療法人　やまもとク〒567-0816 072-645-5166医療法人　やまもとク山本　紀彦 平26. 1. 1内   消   外  診療所
     リニック 茨木市永代町７番１０号川崎ビル常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 小   現存
     ２階 (医       1)本　紀彦 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554942-06758 医療法人　ＳＫＹ　ス〒567-0829 072-638-7676医療法人　ＳＫＹ　理吉野　茂雄 平26. 1. 1一般        18診療所
     カイ整形外科クリニッ茨木市双葉町１０番１号茨木東阪常　勤:    3事長　吉野　茂雄 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ク 急ビル１階 (医       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555042-06782 茨木医誠会病院 〒567-0028 072-627-7771医療法人　医誠会　理平田　敏樹 平26. 3. 1一般       119病院
     茨木市畑田町１１番２５号 常　勤:   11事長　谷　幸治 組織変更 療養       105現存
     (医      11) 平26. 3. 1内   外   整外
     非常勤:   16 脳外 皮   リハ
     (医      16) 放   消   循  
     透析 
     消化器内科、循
     環器内科、人工
     透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555142-06790 医療法人　宮﨑皮フ科〒567-0829 072-636-1233医療法人宮﨑皮フ科　宮﨑　美智代 平26. 7. 1皮   診療所
     茨木市双葉町４番２５号Ｋｅｎ′常　勤:    1理事長　宮﨑　美智代 組織変更 現存
     ｓＨｏｕｓｅ１０１号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 555242-06808 医療法人　はら小児科〒567-0834 072-646-5532医療法人はら小児科ク原　啓太 平26. 7. 1小   アレ 診療所
     クリニック 茨木市学園南町１４番２０号 常　勤:    1リニック　理事長　原 組織変更 現存
     (医       1)　啓太 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555342-06816 北川クリニック 〒567-0885 072-621-5345丸山　栄勲 丸山　栄勲 平26. 7. 1ひ   診療所
     茨木市東中条町３－１シンヨービ常　勤:    3 継承 現存
     ル１～３階 (医       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555442-06824 医療法人一晃会　おお〒567-0887 072-622-9060医療法人一晃会　理事大谷　晃司 平27. 1. 1内   消   診療所
     たに内科医院 茨木市西中条町１番２２号エンゼ常　勤:    1長　大谷　晃司 組織変更 現存
     ルウチダ１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555542-06832 泉内科医院 〒567-0887 072-625-2117泉　善雄 泉　善雄 平27. 1. 1内   消   診療所
     茨木市西中条町１１－１６ 常　勤:    2 継承 内科、消化器内現存
     (医       2) 平27. 1. 1科、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555642-06857 立命館いばらき診療所〒567-8570 072-665-2110学校法人立命館　理事八田　文裕子 平27. 4. 1内   精   診療所
     茨木市岩倉町２－１５０ 常　勤:    1長　森島　朋三 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555742-06865 ほうせんか病院 〒567-0067 072-641-7088医療法人成和会　理事岡　博子 平27. 4. 1一般        80病院
     茨木市西福井２丁目９番３６号 常　勤:    9長　岡　博子 移転 療養        92現存
     (医       9) 平27. 4. 1その他      48
     非常勤:   40 内   呼内 循  
     (医      40) 外   整外 リハ
     皮   ひ   心内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555842-06873 かめい眼科 〒567-0886 072-657-8947亀井　里実 亀井　里実 平27. 5. 1眼   診療所
     茨木市下中条町１－４フジロイヤ常　勤:    1 新規 現存
     ルローズコート１階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555942-06899 谷口内科循環器クリニ〒567-0063 072-665-4976谷口　寛昌 谷口　寛昌 平27. 7. 1循   内   精  診療所
     ック 茨木市中河原町１１番３９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556042-06923 医療法人健伸会　ねご〒567-0826 072-637-1472医療法人健伸会　理事根来　伸行 平27. 7. 1内   循   診療所
     ろ内科循環器科 茨木市大池二丁目２８番１７号 常　勤:    1長　根来　伸行 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
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 556142-06949 とくいクリニック 〒567-0826 072-636-1091得居　将文 得居　将文 平27.11. 1内   外   消  診療所
     茨木市大池２丁目１３番２２号 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556242-06956 マキレディースクリニ〒567-0031 072-631-3711田中　マキ 田中　マキ 平28. 1. 1産婦 診療所
     ック 茨木市春日１－４－１０グラン長常　勤:    2 移転 現存
     久茨木２Ｆ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556342-06964 峯クリニック 〒567-0031 072-631-7354峯　尚志 峯　尚志 平28. 1.12内   診療所
     茨木市春日１丁目４番１０号グラ常　勤:    1 移転 現存
     ン長久茨木２Ｆ (医       1) 平28. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556442-06972 平田整形外科クリニッ〒567-0823 072-636-6267平田　美幸 平田　美幸 平28. 2. 1整外 リハ 外  診療所
     ク 茨木市寺田町１１番７号 常　勤:    3 継承 放   リウ 現存
     (医       3) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556542-06998 きんばらホームクリニ〒567-0046 072-645-2510金原　太 金原　太 平28. 5. 2内   診療所
     ック 茨木市南春日丘７丁目１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556642-07012 医療法人医泉会　かし〒567-0877 072-622-3355医療法人医泉会　理事鹿島　祥隆 平28. 7. 1内   呼   アレ診療所
     (42-67012 ) まクリニック 茨木市丑寅二丁目１番６号天王医常　勤:    2長　鹿島　祥隆 新規 リハ 歯   現存
     療ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556742-07020 もとひろクリニック 〒567-0892 072-632-8751元廣　高之 元廣　高之 平28. 6. 1内   診療所
     茨木市並木町１－６茨木スクエア常　勤:    1 継承 現存
     －ビル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556842-07038 澤眼科医院 〒567-0802 072-622-1132澤　雄大 澤　雄大 平28. 6. 1眼   診療所
     茨木市総持寺駅前町６番１３号大常　勤:    2 継承 現存
     紅ビル１階 (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 556942-07046 医療法人瀬水会　大石〒567-0873 072-626-2277医療法人瀬水会　理事二階堂　潤 平28. 9. 1眼   診療所
     眼科クリニック 茨木市小川町８番２２号ＮＯＭＵ常　勤:    1長　大石　賢嗣 新規 現存
     ＲＡ２階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 557042-07061 みともり子どもクリニ〒567-0828 072-657-8355水戸守　壽洋 水戸守　壽洋 平28.10. 1小   循   内  診療所
     ック 茨木市舟木町２番７号オフィス・常　勤:    1 新規 現存
     ルブラン１階１０１号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557142-07079 医療法人　やまぐち整〒567-0876 072-631-3663医療法人やまぐち整形山口　和男 平28. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科・リウマチクリ茨木市天王二丁目６番７号エルデ常　勤:    1外科・リウマチクリニ 組織変更 現存
     ニック ィ南茨木４階 (医       1)ック　理事長　山口　 平28. 9. 1
     和男
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557242-07087 医療法人かがやき　く〒567-0832 072-637-0404医療法人かがやき　理久保田　泰隆 平28. 9. 1眼   診療所
     ぼた眼科 茨木市白川一丁目３番２２号 常　勤:    1事長　久保田　泰隆 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557342-07095 なかクリニック 〒567-0034 072-631-8808中　禎二 中　禎二 平28.10. 1外   こう 小  診療所
     茨木市中穂積１丁目２番５０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557442-07103 ゆか皮膚科クリニック〒567-0032 072-622-5541和倉　由佳 和倉　由佳 平28.11. 1皮   診療所
     茨木市西駅前町５番３６号茨木高常　勤:    1 新規 現存
     橋ビル７階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557542-07111 医療法人　成田クリニ〒567-0803 072-634-3791医療法人成田クリニッ成田　基良 平28.11. 1内   消   診療所
     ック 茨木市中総持寺町４番４７号 常　勤:    1ク　理事長　成田　基 移転 現存
     (医       1)良 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557642-07129 医療法人健仁会　アイ〒567-0825 072-646-9826医療法人健仁会　理事尹　性太（伊藤嘉啓）平29. 1. 1ひ   内   精  診療所
     ルすまいるクリニック茨木市園田町５番１号エクレール常　勤:    1長　東　功 新規 現存
     ミヤケ１階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557742-07137 岡本医院 〒567-0829 072-652-5070岡本　光豊 岡本　光豊 平29. 2. 1形外 皮   内  診療所
     茨木市双葉町１６番地２７ボンメ常　勤:    1 新規 現存
     ゾンフタバ１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557842-07145 すがの整形外科 〒567-0034 072-622-3939 野　博 野　博 平29. 4. 1整外 診療所
     茨木市中穂積２丁目９番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557942-07152 医療法人ＳＫＹ　スカ〒567-0829 072-637-8787医療法人ＳＫＹ　理事吉野　宏一 平29. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     イリハビリテーション茨木市双葉町９番２１号コスモビ常　勤:    1長　吉野　茂雄 新規 内   形外 現存
     クリニック ル４階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 558042-07160 ふじもとクリニック 〒567-0031 072-657-8860藤本　雅之 藤本　雅之 平29. 4. 1アレ 小   診療所
     茨木市春日二丁目２番９号やまだ常　勤:    1 新規 現存
     いビル２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558142-07186 わかば眼科クリニック〒567-0021 072-665-8826若林　学 若林　学 平29. 5. 1眼   診療所
     茨木市三島丘２丁目５番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558242-07194 なかおこどもクリニッ〒567-0873 072-646-7555中尾　亮太 中尾　亮太 平29. 5. 6小   診療所
     ク 茨木市小川町８－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558342-07202 たちばなクリニック 〒567-0810 072-624-4572立花　宏一 立花　宏一 平29. 6. 1内   診療所
     茨木市宮元町２番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558442-07228 医療法人　愛心会　い〒567-0829 072-637-2468医療法人　愛心会　理今井　道生 平29. 5. 1循   内   消  診療所
     まい内科ハートクリニ茨木市双葉町９－２０ 常　勤:    1事長　今井　道生 移転 現存
     ック (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558542-07236 医療法人恵仁会　田中〒567-0861 072-635-5831医療法人恵仁会　理事田中　正一 平29. 7. 2一般 病院
     病院 茨木市東奈良三丁目１６番３１号常　勤:   11長　田中　正一 移転     一般    78現存
     (医      11) 平29. 7. 2内   外   整外
     非常勤:   30 産婦 小   消  
     (医      30) こう 循   ひ  
     リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558642-07244 医療法人博友会　ほう〒567-0031 072-622-1030医療法人博友会　理事分島　一 平29.10. 1内   循   診療所
     せんかクリニック茨木茨木市春日二丁目１番１２号ラウ常　勤:    1長　大森　洋介 継承 現存
     ンド春日２階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558742-07251 きずな友愛クリニック〒567-0816 072-645-3040中林　博道 中林　博道 平29.10. 1脳外 脳内 整外診療所
     茨木市永代町６番２１号 常　勤:    1 継承 内   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558842-07269 ひだまりホームクリニ〒567-0868 072-697-9900秋本　純一 秋本　純一 平29.11. 1呼内 内   精  診療所
     ック 茨木市沢良宜西１丁目８－３パピ常　勤:    2 新規 心内 現存
     ヨン沢良宜１階 (医       2) 平29.11. 1
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 558942-07277 医療法人社団日翔会　〒567-0888 072-623-0234医療法人社団日翔会　末廣　慎悟 平29.11. 1一般        43病院
     河合病院 茨木市駅前三丁目６番２３号 常　勤:    1理事長　渡辺　克哉 継承 内   外   整外現存
     (医       1) 平29.11. 1リハ こう 胃  
     非常勤:   28 ひ   リウ 放  
     (医      27)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559042-07285 たかみクリニック 〒567-0888 072-631-3001津田　朋男 津田　朋男 平29.12. 1内   ひ   診療所
     茨木市駅前３丁目２番２号晃永ビ常　勤:    1 継承 現存
     ル４階 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559142-07293 橋本こどもクリニック〒567-0012 072-631-9001橋本　裕美 橋本　裕美 平30. 1. 1小   診療所
     茨木市東太田１－１－１０８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559242-07301 医療法人光惠会　恵愛〒567-0085 072-641-5777医療法人光惠会　理事島田　一惠 平30. 4. 1内   小   診療所
     クリニック 茨木市彩都あさぎ１丁目２番１号常　勤:    1長　島田　光 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559342-07319 医療法人　のせ皮ふ科〒567-0829 072-635-8070医療法人のせ皮ふ科　野瀨　隆夫 平30. 3. 1皮   診療所
     茨木市双葉町９番２０号コスモア常　勤:    1理事長　野瀨　隆夫 組織変更 現存
     ネックス３階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559442-07327 医療法人博優会　わか〒567-0873 072-657-7550医療法人博優会　理事宮本　博介 平30. 3. 1内   精   診療所
     ばくりにっく 茨木市小川町８番２２号 常　勤:    1長　宮本　博介 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559542-07335 前羽クリニック 〒567-0031 072-625-6600前羽　宏史 前羽　宏史 平30. 4. 1内   循   診療所
     茨木市春日２－２－１８前羽ビル常　勤:    1 新規 現存
     １階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559642-07343 竹村耳鼻咽喉科クリニ〒567-0851 072-637-4133竹村　博一 竹村　博一 平30. 4. 1耳い 小   診療所
     ック 茨木市真砂２丁目７番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559742-07350 みのりこころのクリニ〒567-0829 072-665-5641實松　麻由子 實松　麻由子 平30. 5. 1心内 精   診療所
     ック 茨木市双葉町９番２０号コスモア常　勤:    1 新規 現存
     ネックス５Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
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 559842-07368 医療法人警和会　北大〒567-0052 072-643-6921医療法人警和会　理事山元　哲雄 平30. 4. 1一般       145病院
     (42-67368 ) 阪警察病院 茨木市室山一丁目２番２号 常　勤:   22長　越智　 弘 継承 療養       135現存
     (医      20) 平30. 4. 1内   外   整外
     (歯       2) 神内 精   心内
     非常勤:   39 眼   耳い ひ  
     (医      39) 放   歯外 脳外
     消   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559943-01500 竹中医院 〒556-0006 06-6632-1985竹中　秀裕 竹中　秀裕 昭53. 2.20内   診療所
     大阪市浪速区日本橋東三丁目１６常　勤:    1 継承 現存
     番１９号 (医       1) 平29. 2.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560043-01591 大塚ビル診療所 〒556-0005 06-6633-0207大塚　治 大塚　治 昭57. 7. 1皮   内   診療所
     大阪市浪速区日本橋三丁目１番１常　勤:    1 移転 現存
     ０号大塚ビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560143-01633 佐久間医院 〒556-0005 06-6641-6195佐久間　靖博 佐久間　靖博 昭58. 4. 1内   胃   循  診療所
     大阪市浪速区日本橋４－２－１０常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560243-01815 医療法人　桧山診療所〒556-0006 06-6643-7031医療法人　桧山診療所桧山　寛市 昭63. 7. 1内   精   神内診療所
     大阪市浪速区日本橋東３－１１－常　勤:    1　理事長　桧山　寛市 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560343-01864 社会医療法人寿会　富〒556-0017 06-6568-1601社会医療法人寿会　理富永　紳介 平元. 5. 1一般       306病院
     永病院 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８常　勤:   43事長　富永　紳介 新規 脳外 整外 外  現存
     号 (医      43) 平28. 5. 1形外 内   神内
     非常勤:  109 循   リハ 放  
     (医     109) 心外 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560443-02060 医療法人　木下医院 〒556-0005 06-6631-1078医療法人　木下医院　山﨑　雅裕 平 4. 7. 1内   循   外  診療所
     大阪市浪速区日本橋五丁目４番５常　勤:    1理事長　山﨑　雅裕 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560543-02151 中村クリニック 〒556-0015 06-6632-5010中村　淳子 中村　淳子 平 6. 3. 1内   整外 リハ診療所
     大阪市浪速区敷津西２－１５－８常　勤:    1 新規 麻   現存
     岡本ビル１階 (医       1) 平30. 3. 1
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 560643-02169 医療法人薫風会　落合〒556-0003 06(6631)0584医療法人薫風会落合耳落合　薫 平 6. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市浪速区恵美須西１－３－２常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　落 組織変更 現存
     １ (医       1)合　薫 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560743-02177 医療法人　徳田クリニ〒556-0022 06-6561-2660医療法人徳田クリニッ德田　好勇 平 6. 7. 1内   小   診療所
     ック 大阪市浪速区桜川二丁目１１番２常　勤:    2ク　理事長　徳田　好 組織変更 現存
     ８号 (医       2)勇 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560843-02193 原田外科整形外科 〒556-0006 06-6636-8007原田　直己 原田　直己 平 6.11. 1外   整外 形外診療所
     大阪市浪速区日本橋東三丁目２番常　勤:    1 継承 ひ   現存
     ２２号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560943-02235 医療法人　沢井眼科 〒556-0006 06-6646-3634医療法人　沢井眼科　澤井　貞子 平 8. 7. 1眼   診療所
     大阪市浪速区日本橋東三丁目７番常　勤:    1理事長　澤井　貞子 組織変更 現存
     ７号川田ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561043-02284 本田クリニック 〒556-0005 06-6641-2181本田　秀明 本田　秀明 平 9. 2.25内   小   リハ診療所
     大阪市浪速区日本橋五丁目１８番常　勤:    2 継承 皮   形外 現存
     ２１号 (医       2) 平30. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561143-02375 あいぜん診療所 〒556-0005 06-6634-8965社会福祉法人　石井記野口　 内 平13. 5. 1内   診療所
     大阪市浪速区日本橋五丁目１６番常　勤:    1念愛染園　理事長　和 新規 現存
     １９号特別養護老人ホームあいぜ(医       1)久井　康明 平25. 5. 1
     ん内１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561243-02433 吉野眼科 〒556-0015 06-6645-7737吉野　成泰 吉野　成泰 平14.11. 1眼   診療所
     大阪市浪速区敷津西二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561343-02458 川田医院 〒556-0006 06-6641-1873川田　信哉 川田　信哉 平15. 4. 1小   内   皮  診療所
     大阪市浪速区日本橋東三丁目７番常　勤:    1 継承 アレ 呼   現存
     ７号川田ビル１階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561443-02466 医療法人オーク会　オ〒556-0011 06-4396-7520医療法人オーク会　理田口　早桐 平15.10. 1婦   診療所
     ークなんばレディース大阪市浪速区難波中二丁目１０番常　勤:    1事長　中村　嘉孝 新規 現存
     クリニック ７０号パークスタワー８階 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561543-02474 山尾眼科 〒556-0011 06-6636-8608山尾　信吾 山尾　信吾 平15.10. 1眼   診療所
     大阪市浪速区難波中二丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ７０号パークスタワー８階 (医       1) 平27.10. 1
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 561643-02490 耳鼻咽喉科　中村クリ〒556-0011 06-6648-4133中村　泰久 中村　泰久 平15.10. 1耳い アレ 診療所
     ニック 大阪市浪速区難波中二丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ７０号パークスタワー８階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561743-02557 前田クリニック 〒556-0005 06-6641-2224前田　泰久 前田　泰久 平16. 6.16心内 内   精  診療所
     大阪市浪速区日本橋四丁目７番１常　勤:    1 継承 神   現存
     ９号 (医       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561843-02573 医療法人聖授会　ＯＣ〒556-0017 06-6641-3800医療法人聖授会　理事瀧　俊哉 平16.12. 1内   放   消  診療所
     ＡＴクリニック 大阪市浪速区湊町一丁目４番１号常　勤:    3長　梶山　高志 新規 現存
     (医       3) 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561943-02581 医療法人佐伯会　恵美〒556-0002 06-6630-5665医療法人佐伯会　理事佐伯　裕司 平17. 1. 1内   外   リハ診療所
     須東クリニック 大阪市浪速区恵美須東一丁目７番常　勤:    1長　佐伯　裕司 組織変更 皮   現存
     １３号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562043-02599 なにわ病院 〒556-0021 06-6568-2681医療法人健昭会　理事宮澤　祐子 平17. 2. 1一般       140病院
     大阪市浪速区幸町二丁目３番１１常　勤:    3長　宮澤　祐子 組織変更 内   呼   胃  現存
     号 (医       3) 平29. 2. 1循   リハ 放  
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562143-02607 医療法人理秀会　なん〒556-0015 06-4397-8787医療法人理秀会　理事 平　香代 平17. 7. 1内   診療所
     ば南藤吉医院 大阪市浪速区敷津西二丁目１番８常　勤:    1長　藤吉　理夫 新規 現存
     号インペリアル大国２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562243-02615 医療法人満領会　有田〒556-0022 06-6568-0701医療法人満領会　理事有田　繁広 平17. 7. 1内   小   皮  診療所
     医院 大阪市浪速区桜川四丁目１１番１常　勤:    1長　有田　繁広 組織変更 放   現存
     ６号　アリタビル１階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562343-02631 社会福祉法人　石井記〒556-0005 06-6633-2801社会福祉法人　石井記寺川　直樹 平17. 8. 1一般       253病院
     念愛染園附属愛染橋病大阪市浪速区日本橋五丁目１６番常　勤:   33念愛染園　理事長　和 移転 内   小   外  現存
     院 １５号 (医      33)久井　康明 平29. 8. 1整外 小外 皮  
     非常勤:   67 産婦 眼   耳い
     (医      67) リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 562443-02649 医療法人　岡藤会　岡〒556-0021 06-6568-7308医療法人　岡藤会　理岡藤　 正 平18. 5. 1内   放   診療所
     藤クリニック 大阪市浪速区幸町一丁目２番２号常　勤:    1事長　岡藤　 正 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562543-02664 かねだクリニック 〒556-0017 06-6646-1333金田　高次 金田　高次 平18. 9. 1内   胃   こう診療所
     大阪市浪速区湊町二丁目２番４０常　勤:    1 新規 外   現存
     号ロイヤルパークスなんば１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562643-02698 医療法人　泰弘会　え〒556-0013 06-6645-1113医療法人　泰弘会　理久保田　泰弘 平19. 1. 1麻   整外 内  診療所
     びす診療所 大阪市浪速区戎本町一丁目６番２常　勤:    1事長　久保田　泰弘 組織変更 リハ 現存
     ２号ニューサノビル１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562743-02706 社会医療法人寿会　富〒556-0015 06-6643-2660社会医療法人寿会　理稲岡　祥治 平19. 1. 1脳外 内   外  診療所
     永クリニック 大阪市浪速区敷津西二丁目２番１常　勤:    2事長　富永　紳介 組織変更 循   リハ 放  現存
     ４号 (医       2) 平25. 1. 1神内 
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562843-02722 笹岡医院 〒556-0016 06-6647-2201笹岡　英明 笹岡　英明 平19. 6. 1内   外   胃  診療所
     大阪市浪速区元町三丁目９番１０常　勤:    1 移転 こう 現存
     号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562943-02730 医療法人徹仁会　木田〒556-0011 06-6649-2777医療法人徹仁会　理事木田　徹 平19. 7. 1内   消   循  診療所
     内科消化器科クリニッ大阪市浪速区難波中二丁目１０番常　勤:    1長　木田　徹 組織変更 呼   アレ 放  現存
     ク ７０号パークスタワー８階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563043-02755 ひかりクリニック　シ〒556-0014 06-6630-2300篠原　嘉伸 篠原　嘉伸 平20. 4. 1整外 内   リハ診療所
     ノハラ 大阪市浪速区大国三丁目８番１８常　勤:    1 新規 現存
     号エレガント光ビル２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563143-02763 松﨑智彦診療所 〒556-0022 06-6567-2451松﨑　智彦 松﨑　智彦 平20. 9. 1外   内   診療所
     大阪市浪速区桜川二丁目２番３１常　勤:    1 新規 現存
     号ザクロコーポレーション桜川ビ(医       1) 平26. 9. 1
     ル２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563243-02771 やえがきナンバメンタ〒556-0011 06-6633-2133八重垣　常憲 八重垣　常憲 平20.12. 1精   心内 診療所
     ルクリニック 大阪市浪速区難波中三丁目１４番常　勤:    1 移転 現存
     ８号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563343-02789 社会福祉法人健勝会　〒556-0022 06-6567-5388社会福祉法人健勝会　金　雄一 平21. 1. 1内   診療所
     アシステンツァ桜川診大阪市浪速区桜川三丁目７番２号常　勤:    1理事長　宮澤　祐子 新規 現存
     療所 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 563443-02805 医療法人　小池クリニ〒556-0012 06-6633-9289医療法人小池クリニッ小池　洋志 平21. 4. 1内   外   整外診療所
     ック 大阪市浪速区敷津東三丁目１１番常　勤:    1ク　理事長　小池　洋 移転 リハ 放   現存
     １０号ＡＫＩ難波ビル２Ｆ (医       1)志 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563543-02821 医療法人伸明会　ナン〒556-0011 06-6645-8188医療法人　伸明会　理鍵本　伸明 平21. 8.24精   心内 診療所
     バかぎもとメンタルク大阪市浪速区難波中一丁目１０番常　勤:    1事長　鍵本　伸明 移転 現存
     リニック ４号南海野村ビル２階 (医       1) 平27. 8.24
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563643-02839 社会医療法人若弘会　〒556-0005 06-6632-0358社会医療法人若弘会　城村　尚登 平21.10. 1内   消   ひ  診療所
     わかこうかいクリニッ大阪市浪速区日本橋四丁目７番１常　勤:    2理事長　川合　弘高 組織変更 放   現存
     ク ７号 (医       2) 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563743-02847 なんば山田クリニック〒556-0011 06-6641-0007山田　郁子 山田　郁子 平22. 4. 1内   神内 リハ診療所
     大阪市浪速区難波中二丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号広和ビル５Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563843-02854 医療法人　なんば太田〒556-0011 06-6635-3826医療法人　なんば太田太田　幹夫 平22. 3.15精   心内 内  診療所
     クリニック 大阪市浪速区難波中一丁目１３番常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     ２０号パークシティ御堂筋５階 (医       1)太田　幹夫 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563943-02896 中山クリニック 〒556-0006 06-4397-9299中山　博文 中山　博文 平22. 8.31内   診療所
     大阪市浪速区日本橋東三丁目７番常　勤:    1 移転 現存
     ６号熨斗ビル１Ｆ (医       1) 平28. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564043-02912 桜川よしえクリニック〒556-0022 06-4392-8388金子　良恵 金子　良恵 平23. 4. 1皮   アレ 内  診療所
     大阪市浪速区桜川２－２－３１ザ常　勤:    1 移転 現存
     クロコーポレーションビル１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564143-02938 社会医療法人　寿楽会〒556-0017 06-6634-8088社会医療法人　寿楽会村田　雄司 平23.12. 1内   診療所
     　ハーバータウンクリ大阪市浪速区湊町１丁目２番３号常　勤:    1　理事長　大野　良興 新規 現存
     ニック マルイト難波ビル３Ｆ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564243-02946 医療法人　入野医院 〒556-0016 06-6632-3325医療法人　入野医院　入野　宏昭 平23.12.11内   婦   放  診療所
     大阪市浪速区元町二丁目３番１９常　勤:    2理事長　入野　宏昭 移転 耳い 脳外 眼  現存
     号 (医       2) 平29.12.11神内 循   
     非常勤:   10
     (医      10)
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 564343-02953 なんばふみもとクリニ〒556-0011 06-6645-1007文元　裕道 文元　裕道 平24. 2. 1形外 皮   診療所
     ック 大阪市浪速区難波中２丁目３－３常　勤:    1 新規 現存
     森川医療ビル４階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564443-02961 医療法人　泰仁会　森〒556-0011 06-6645-1107医療法人　泰仁会　理山口　貴也 平24. 2. 1消   こう 循  診療所
     川クリニック 大阪市浪速区難波中２丁目３番３常　勤:    1事長　森川　浩志 新規 内   外   放  現存
     号森川医療ビル１Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564543-03019 徳永医院 〒556-0024 06-6562-1045徳永　行彦 徳永　行彦 平24. 2.14外   消   こう診療所
     大阪市浪速区塩草３丁目４－２１常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564643-03027 小池レディスクリニッ〒556-0011 06-6575-9323小池　浩司 小池　浩司 平25. 1. 1婦   診療所
     ク 大阪市浪速区難波中２－３－３森常　勤:    1 新規 現存
     川医療ビル５Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564743-03035 医療法人　菱川クリニ〒556-0020 06-6561-2358医療法人　菱川クリニ菱川　秀夫 平25. 1. 1皮   外   内  診療所
     ック 大阪市浪速区立葉１丁目１－７ 常　勤:    1ック　理事長　菱川　 移転 現存
     (医       1)秀夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564843-03050 桜川ものわすれクリニ〒556-0022 06-6585-9280山本　大介 山本　大介 平25. 5. 1精   心内 内  診療所
     ック 大阪市浪速区桜川２丁目２－３１常　勤:    1 新規 現存
     ザクロコーポレーション桜川ビル(医       1) 平25. 5. 1
     ３階 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564943-03076 医療法人　正光会　橋〒556-0014 06-6641-6512医療法人正光会　理事橋村　直 平25. 9. 1内   小   診療所
     村医院 大阪市浪速区大国２丁目６番１１常　勤:    2長　橋村　直 移転 現存
     号 (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565043-03084 医療法人　聡史会　お〒556-0017 06-6648-8900医療法人　聡史会　理大野　聡史 平26. 1. 1耳い アレ 診療所
     おの耳鼻咽喉科 大阪市浪速区湊町二丁目１番７号常　勤:    1事長　大野　聡史 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565143-03100 はしもとクリニック 〒556-0011 06-6616-9674橋本　博史 橋本　博史 平26. 5. 1心内 精   診療所
     大阪市浪速区難波中２丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号有馬ビル７Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 565243-03134 社会医療法人弘道会　〒556-0014 06-6632-9915社会医療法人弘道会　長谷川　格 平26.12. 1一般       173病院
     なにわ生野病院 大阪市浪速区大国１－１０－３ 常　勤:   23理事長　生野　弘道 移転 内   外   精  現存
     (医      23) 平26.12. 1小   皮   ひ  
     非常勤:  101 婦   眼   耳い
     (医     101) リハ 放   消  
     神内 循   呼内
     心内 脳外 整外
     形外 麻   透析
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565343-03175 医療法人孝尽会　透析〒556-0021 06-6563-3700医療法人孝尽会　理事杉浦　清史 平28. 1. 1内   透析 診療所
     クリニック大正橋 大阪市浪速区幸町三丁目８番１８常　勤:    1長　杉浦　清史 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565443-03183 医療法人璃香会　あー〒556-0017 06-6634-4976医療法人璃香会　理事池田　秀博 平28. 2. 1内   胃   外  診療所
     べいんクリニック 大阪市浪速区湊町二丁目１－３４常　勤:    1長　池田　秀博 移転 整外 こう リハ現存
     アーベインなんば (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565543-03191 中村クリニック 〒556-0021 06-6561-5758山本　昌弘 山本　昌弘 平28. 5. 1内   和漢 リハ診療所
     大阪市浪速区幸町３丁目８番１８常　勤:    1 新規 精   現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565643-03209 髙島クリニック 〒556-0011 06-6606-9090髙島　正広 髙島　正広 平28.11. 1内   皮   アレ診療所
     大阪市浪速区難波中１－１３－２常　勤:    1 移転 現存
     ０パークシティ御堂筋ビル２階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565743-03217 井上医院 〒556-0006 06-6641-4960井上　宏之 井上　宏之 平29. 1.28内   小   放  診療所
     大阪市浪速区日本橋東２－３－１常　勤:    1 継承 現存
     ３ (医       1) 平29. 1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565843-03225 医療法人　なんば坂本〒556-0011 06-6585-7310医療法人なんば坂本外坂本　一喜 平29. 3. 1外   消   診療所
     外科クリニック 大阪市浪速区難波中一丁目１０番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ４号南海野村ビル４階 (医       1)　坂本　一喜 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 565943-03233 医療法人真医会　福永〒556-0011 06-6648-0351医療法人真医会　理事福永　真也 平29. 3. 1内   消   外  診療所
     クリニック 大阪市浪速区難波中一丁目６番１常　勤:    1長　福永　真也 組織変更 整外 現存
     －１０１号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566043-03241 医療法人　南川整形外〒556-0016 06-6632-3731医療法人南川整形外科南川　義 平29. 3. 1整外 リウ 形外診療所
     科 大阪市浪速区元町二丁目３番１９常　勤:    1　理事長　南川　義 組織変更 リハ 現存
     号ＴＣＡビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
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 566143-03258 桜川　さくら診療所 〒556-0022 06-6562-6333岡田　知也 岡田　知也 平29. 5. 1内   診療所
     大阪市浪速区桜川２丁目３番２８常　勤:    1 新規 現存
     号市松ビル２－Ａ号室 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566243-03266 大国さわやか苑診療所〒556-0014 06-6633-0210社会福祉法人優光福祉橋村　直 平29.10. 1内   診療所
     大阪市浪速区大国２丁目１７番９常　勤:    1会　理事長　塚本　暁 新規 現存
     号 (医       1)美 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566343-03274 なんばみなとメンタル〒556-0017 06-6631-3710秋田　将志 秋田　将志 平30. 1. 4心内 精   診療所
     クリニック 大阪市浪速区湊町２丁目２番２２常　勤:    1 新規 現存
     号アーベインなんばウエスト１Ｆ(医       1) 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566443-03282 公益財団法人浅香山病〒556-0016 06-6631-3021公益財団法人浅香山病榎本　良広 平29.12. 5心内 精   診療所
     院　難波クリニック 大阪市浪速区元町２丁目３番１９常　勤:    1院　理事長　髙橋　明 移転 現存
     号ＴＣＡビル７階 (医       1) 平29.12. 5
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566543-03290 医療法人創和会　そう〒556-0025 06-6626-9939医療法人創和会　理事宇田　創 平30. 5. 1内   消   小  診療所
     わ内科クリニック 大阪市浪速区浪速東３丁目９番１常　勤:    1長　宇田　創 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566644-00708 南野医院 〒536-0004 06-6931-8512南野　隆子 南野　隆子 昭32.10. 1産婦 内   小  診療所
     大阪市城東区今福西四丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566744-02050 田近医院 〒536-0002 06-6931-4694田近　京子 田近　京子 昭38. 1. 1内   小   放  診療所
     大阪市城東区今福東三丁目８番４常　勤:    1 新規 休止
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566844-02746 医療法人有光会　サト〒536-0023 06-6961-3191医療法人　有光会　理古瀬　洋一 昭43.11. 1一般        34病院
     ウ病院 大阪市城東区東中浜一丁目２番２常　勤:    5事長　古瀬　ゑみ 新規 療養        36現存
     ３号 (医       5) 平28.11. 1内   整外 外  
     非常勤:   21 胃   消   循  
     (医      21) 形外 リハ 放  
     美外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566944-03181 井上産婦人科医院 〒536-0003 06-6931-0682大野　貞子 大野　貞子 昭49. 6. 1婦   内   診療所
     大阪市城東区今福南一丁目７番５常　勤:    1 新規 休止
     号 (医       1) 平28. 6. 1
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 567044-03223 中井医院 〒536-0007 06-6934-3661中井　健二 中井　健二 昭50. 4. 1内   精   神  診療所
     大阪市城東区成育三丁目１３番１常　勤:    1 新規 小   皮   現存
     ３号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567144-03363 松田内科肛門科 〒536-0002 06-6933-7780松田　鵬輔 松田　鵬輔 昭52. 3. 1内   胃   皮  診療所
     大阪市城東区今福東一丁目１０番常　勤:    1 新規 ひ   こう 現存
     １４号ファミリーコーポ今福４階(医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567244-03421 佐藤医院 〒536-0025 06-6967-6810佐藤　正大 佐藤　正大 昭53. 6. 1内   小   外  診療所
     大阪市城東区森之宮２番９号森之常　勤:    1 新規 現存
     宮第２団地９号棟１０１ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567344-03504 金谷診療所 〒536-0021 06-6963-1560金谷　政律 金谷　政律 昭54. 6. 1外   整外 リハ診療所
     大阪市城東区諏訪二丁目５－１４常　勤:    1 新規 麻   現存
     　シルバーハイツ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567444-03546 社会福祉法人大阪福祉〒536-0001 06-6934-5611社会福祉法人　大阪福小西　俊彰 昭55. 4. 1一般        32病院
     事業財団　すみれ病院大阪市城東区古市一丁目２０番８常　勤:    6祉事業財団　理事長　 組織変更 内   小   皮  現存
     ５号 (医       6)茨木　範宏 平28. 4. 1放   リハ 
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567544-03595 緒方医院 〒536-0014 06-6963-1282緒方　信雄 緒方　信雄 昭56. 4. 1内   胃   外  診療所
     大阪市城東区鴫野西五丁目２番２常　勤:    1 新規 皮   現存
     ５号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567644-03645 中島内科医院 〒536-0024 06-6962-1426中島　孝文 中島　孝文 昭57. 4. 1内   診療所
     大阪市城東区中浜３－１７－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567744-03652 佐伯耳鼻科 〒536-0004 06(6931)2068佐伯　和夫 佐伯　和夫 昭57. 6. 1耳い 診療所
     大阪市城東区今福西３－１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567844-03678 社会医療法人大道会　〒536-0023 06-6962-3131社会医療法人大道会　荒井　洋 昭57. 6. 1一般        98病院
     (44-63678 ) ボバース記念病院 大阪市城東区東中浜一丁目６番５常　勤:   13理事長　大道　道大 新規 リハ 神内 整外現存
     号 (医       9) 平30. 6. 1小   歯   小歯
     (歯       3) 歯外 
     (薬       1)
     非常勤:   30
     (医      26)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 567944-03793 山田内科医院 〒536-0002 06-6932-5553山田　英次 山田　英次 昭59.10. 1内   呼   消  診療所
     大阪市城東区今福東一丁目７番５常　勤:    1 新規 循   現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568044-03868 南條医院 〒536-0021 06(6962)1302南條　節子 南條　節子 昭60.10. 1内   精   神  診療所
     大阪市城東区諏訪四丁目１５番３常　勤:    1 新規 小   現存
     １号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568144-03926 大西診療所 〒536-0021 06-6967-3811大西　真尚 大西　真尚 昭61.11. 1内   小   外  診療所
     大阪市城東区諏訪四丁目１７番１常　勤:    1 移転 ひ   現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568244-03934 医療法人清医会　三上〒536-0002 06-6933-3121医療法人清医会　理事三上　修司 昭62. 1. 1一般        19診療所
     クリニック 大阪市城東区今福東三丁目１３番常　勤:    2長　三上　修司 組織変更 内   透析 現存
     ２０号 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568344-03983 医療法人阪友会　酒井〒536-0008 06-6933-1133医療法人　阪友会　理澤田　達 昭62. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市城東区関目五丁目５番１３常　勤:    2事長　有賀　秀治 組織変更 現存
     号寺崎ビル１階 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568444-04015 生活協同組合ヘルスコ〒536-0004 06-6931-0779生活協同組合ヘルスコ水野　俊和 昭62.11. 1内   放   診療所
     ープおおさか　城東診大阪市城東区今福西一丁目１番３常　勤:    1ープおおさか　理事長 移転 現存
     療所 ０号 (医       1)　水野　俊和 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568544-04023 医療法人仁翔会　松矢〒536-0007 06(6933)7700医療法人仁翔会　理事松矢　浩司 昭63. 1. 1整外 外   放  診療所
     整形外科 大阪市城東区成育四丁目６番１３常　勤:    1長　松矢　浩司 組織変更 リウ リハ 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568644-04072 医療法人　奥景会　ひ〒536-0021 06-6963-1137医療法人　奥景会　ひ日比野　賢嗣 昭64. 1. 1内   消   小  診療所
     びきクリニック 大阪市城東区諏訪二丁目５番１５常　勤:    4びきクリニック　理事 組織変更 消化器内科 現存
     号シルバーハイツ１階 (医       4)長　日比野　賢嗣 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568744-04080 医療法人　金井産婦人〒536-0004 06-6931-2391医療法人金井産婦人科金井　宏之 昭64. 1. 1一般        19診療所
     科 大阪市城東区今福西一丁目２番８常　勤:    4　理事長　金井　宏之 組織変更 産婦 小   現存
     号 (医       4) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
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 568844-04098 医療法人　中浜医院 〒536-0001 06-6931-8163医療法人中浜医院　理中浜　誠 昭64. 1. 1内   小   放  診療所
     大阪市城東区古市二丁目３番１９常　勤:    2事長　中浜　誠 組織変更 現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568944-04122 社会医療法人有隣会　〒536-0005 06-6939-1121社会医療法人有隣会　北野　均 平元. 5. 1一般       265病院
     東大阪病院 大阪市城東区中央一丁目７番２２常　勤:   26理事長　田中　一三 新規 内   呼内 循  現存
     号 (医      26) 平28. 5. 1消   透析 外  
     非常勤:   76 整外 脳外 リハ
     (医      76) 皮   放   リウ
     麻   
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、内分泌・糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569044-04155 医療法人信真会　下條〒536-0007 06-6932-8711医療法人信真会　理事下條　信次 平元. 2. 1耳い アレ 気食診療所
     耳鼻咽喉科医院 大阪市城東区成育二丁目１番１５常　勤:    1長　下條　信次 移転 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569144-04163 医療法人　高田医院 〒536-0008 06-6931-3174医療法人高田医院　理髙田　淳 昭53. 5. 1内   小   循  診療所
     大阪市城東区関目一丁目１３番１常　勤:    1事長　髙田　淳 新規 現存
     ７号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569244-04171 医療法人　久原診療所〒536-0001 06-6939-3223医療法人久原診療所　久原　章雄 昭55.10. 1内   消   外  診療所
     大阪市城東区古市三丁目２４番１常　勤:    2理事長　久原　宗雄 新規 整外 麻   循  現存
     ８号 (医       2) 平28. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569344-04205 医療法人　若松医院 〒536-0007 06-6931-6123医療法人若松医院　理若松　道哉 昭52. 1. 1内   小   診療所
     大阪市城東区成育五丁目８番１５常　勤:    1事長　若松　道哉 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569444-04221 さかぐち診療所 〒536-0008 06-6931-3577坂口　茂 坂口　茂 平元.10. 1胃   外   リハ診療所
     大阪市城東区関目四丁目６番１０常　勤:    1 新規 現存
     号コーポミカミ１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569544-04262 田中眼科 〒536-0002 06-6933-6373田中　万里子 田中　万里子 平元.10. 1眼   診療所
     大阪市城東区今福東一丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     ５号今福ファミリータウン地下１(医       1) 平28.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 569644-04296 医療法人　奥井内科ク〒536-0023 06-6961-3761医療法人奥井内科クリ奥井　克治 平 2. 1. 1内   呼   アレ診療所
     リニック 大阪市城東区東中浜二丁目７番５常　勤:    1ニック　理事長　奥井 組織変更 小   現存
     号 (医       1)　克治 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569744-04346 塙平内科・胃腸科医院〒536-0004 06-6931-2731塙平　五郎 塙平　五郎 平 2. 4. 1内   胃   診療所
     大阪市城東区今福西一丁目１番４常　勤:    1 移転 休止
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569844-04379 医療法人　木内眼科 〒536-0023 06-6962-3736医療法人　木内眼科　木内　克治 平 2. 7. 1眼   診療所
     大阪市城東区東中浜六丁目８番１常　勤:    2理事長　木内　克治 組織変更 現存
     ６号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569944-04387 医療法人福肇会　正木〒536-0016 06-6930-1003医療法人福肇会　理事正木　伸 平 2. 7. 1脳外 内   診療所
     脳神経外科クリニック大阪市城東区蒲生二丁目９番７号常　勤:    2長　正木　伸 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570044-04437 医療法人　岩井医院 〒536-0001 06-6931-9740医療法人岩井医院　理岩井　謙一 平 3. 1. 1内   小   放  診療所
     大阪市城東区古市三丁目１７番２常　勤:    1事長　岩井　謙一 組織変更 休止
     ４号 (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570144-04445 医療法人　上野外科 〒536-0001 06(6933)9205医療法人　上野外科　上野　和寿 平 3. 1. 1一般         2診療所
     大阪市城東区古市二丁目３番２５常　勤:    1理事長　上野　和寿 組織変更 療養         8現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1外   整外 胃  
     非常勤:    1 こう 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570244-04478 かたやま小児科 〒536-0016 06(6939)3040片山　裕之 片山　裕之 平 3. 4. 1内   小   診療所
     大阪市城東区蒲生１丁目２番２９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570344-04569 小竹クリニック 〒536-0013 06-6956-1213小竹　利一 小竹　利一 平 3.11. 1内   外   皮  診療所
     大阪市城東区鴫野東一丁目１３番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １０号小竹クリニックビル内 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570444-04650 医療法人　本田整形外〒536-0006 06-6931-5115医療法人本田整形外科本田　泰郎 平 4.11. 1整外 内   外  診療所
     科内科 大阪市城東区野江三丁目１２番２常　勤:    2内科　理事長　本田　 移転 放   現存
     ８号 (医       2)泰郎 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570544-04684 医療法人仁友会　桜之〒536-0008 06-6939-2851医療法人仁友会　理事石川　哲也 平 4.12. 1整外 内   診療所
     宮クリニック 大阪市城東区関目三丁目２番２２常　勤:    2長　石川　哲也 移転 現存
     号 (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 570644-04718 医療法人　しぎの眼科〒536-0013 06-6965-5255医療法人しぎの眼科　 　泰雄 平 5. 7. 1眼   診療所
     大阪市城東区鴫野東一丁目１３番常　勤:    1理事長　 　泰雄 組織変更 現存
     １０号小竹クリニックビル４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570744-04734 医療法人阪友会　有賀〒536-0013 06-6969-8877医療法人　阪友会　理有賀　秀治 平 5. 9. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市城東区鴫野東一丁目１３番常　勤:    1事長　有賀　秀治 新規 現存
     １０号小竹クリニックビル５階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570844-04759 三好医院 〒536-0008 06-6931-5375三好　敏裕 三好　敏裕 平 5.11. 1産婦 診療所
     大阪市城東区関目六丁目１番１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570944-04767 医療法人　中内眼科医〒536-0008 06(6933)6813医療法人中内眼科医院中内　正興 平 6. 1. 1眼   診療所
     院 大阪市城東区関目五丁目１７番３常　勤:    1　理事長　中内　正興 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571044-04791 久保医院 〒536-0001 06-6931-5363小嶋　昭子 小嶋　昭子 平 6.11. 1内   小   消  診療所
     大阪市城東区古市二丁目３番３０常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571144-04809 医療法人　柳原医院 〒536-0023 06-6962-2924医療法人柳原医院　理築山　正嗣 平 7. 1. 1内   小   診療所
     大阪市城東区東中浜三丁目４番１常　勤:    1事長　築山　正嗣 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571244-04866 堀澤整形外科 〒536-0021 06-6961-1055堀澤　欣弘 堀澤　欣弘 平 7. 6. 1整外 皮   リウ診療所
     大阪市城東区諏訪三丁目４番２２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号第２ティピカル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571344-04874 城東医院 〒536-0008 06-6931-3749田代　伯為 田代　伯為 平 7.10. 1内   神内 小  診療所
     大阪市城東区関目三丁目７番２０常　勤:    1 移転 リハ 放   現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571444-04882 医療法人　西眼科医院〒536-0004 06-6931-3861医療法人西眼科医院　西　麗子 平 8. 1. 1眼   診療所
     大阪市城東区今福西一丁目１番１常　勤:    1理事長　西　麗子 組織変更 現存
     ３号 (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   631 頁

 571544-04916 医療法人　福田クリニ〒536-0008 06-6930-1120医療法人福田クリニッ福田　成男 平 8. 1. 1外   小   循  診療所
     ック 大阪市城東区関目一丁目３番１１常　勤:    2ク　理事長　福田　成 組織変更 胃   こう リハ現存
     号 (医       2)男 平29. 1. 1アレ 心内 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571644-04924 医療法人　山中医院 〒536-0021 06-6961-1951医療法人山中医院　理山中　富美男 平 8. 1. 1内   小   放  診療所
     大阪市城東区諏訪一丁目３番１号常　勤:    1事長　山中　富美男 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571744-04940 ささき眼科 〒536-0008 06-6935-5222笹木　右子 笹木　右子 平 8. 3. 1眼   診療所
     大阪市城東区関目五丁目６番９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571844-04965 生活協同組合ヘルスコ〒536-0016 06-6931-3807生活協同組合ヘルスコ神﨑　暁郎 平 8. 3. 1内   整外 診療所
     ープおおさか　蒲生厚大阪市城東区蒲生三丁目１５番１常　勤:    1ープおおさか　理事長 移転 現存
     生診療所 ２号 (医       1)　水野　俊和 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571944-04973 村口クリニック 〒536-0006 06-6939-8885村口　和彦 村口　和彦 平 8. 6. 1循   外   内  診療所
     大阪市城東区野江四丁目１番８号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     コスモテール城北１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572044-04981 医療法人三和会　福田〒536-0013 06-6961-3279医療法人　三和会　理福田　 彦 平 8. 7. 1一般        13診療所
     医院 大阪市城東区鴫野東二丁目１２番常　勤:    1事長　福田　吉彦 組織変更 産婦 内   現存
     ２号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572144-04999 細川皮膚科 〒536-0008 06-6935-0112細川　宏 細川　宏 平 8. 8. 1皮   診療所
     大阪市城東区関目五丁目１６番１常　勤:    2 新規 現存
     ９－１０６号 (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572244-05004 医療法人誠真会　関目〒536-0008 06-6931-3211医療法人誠真会　理事細川　淳美 平 8. 7. 1一般        48病院
     病院 大阪市城東区関目二丁目１３番１常　勤:    2長　細川　淳美 組織変更 整外 内   外  現存
     ３号 (医       2) 平29. 7. 1放   リハ 
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572344-05038 医療法人　笹川皮膚科〒536-0015 06-6931-8009医療法人　笹川皮膚科笹川　征雄 平 9. 1. 1皮   診療所
     大阪市城東区新喜多一丁目１番１常　勤:    1　理事長　笹川　征雄 組織変更 現存
     ５号 (医       1) 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   632 頁

 572444-05053 医療法人　史隆会　出〒536-0004 06-6939-1881医療法人　史隆会　理出口　 夫 平 9. 3. 1内   消   小  診療所
     口診療所 大阪市城東区今福西三丁目１番１常　勤:    1事長　出口　 夫 新規 皮   現存
     ６号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572544-05061 医療法人健成会　成田〒536-0002 06-6939-2401医療法人健成会　理事成田　晃一 平 9. 7. 1外   整外 内  診療所
     外科医院 大阪市城東区今福東二丁目１５番常　勤:    3長　成田　俊三 組織変更 消   リハ 現存
     ２４号 (医       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572644-05087 社会福祉法人松輪会　〒536-0013 06-6963-5551社会福祉法人松輪会　勝田　吉重 平 9.12. 1内   外   診療所
     しぎの黄金の里診療所大阪市城東区鴫野東二丁目２６番常　勤:    1理事長　松井　彬 新規 現存
     １２号 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572744-05095 医療法人　林クリニッ〒536-0004 06-6934-0108医療法人林クリニック林　卓夫 平10. 1. 1整外 リハ 放  診療所
     ク 大阪市城東区今福西一丁目１２番常　勤:    1　理事長　林　卓夫 組織変更 リウ 内   現存
     ３号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572844-05103 医療法人緑泉会　柳原〒536-0023 06-6963-3492医療法人緑泉会　理事柳原　宏四 平10. 1. 1皮   診療所
     皮膚科クリニック 大阪市城東区東中浜三丁目４番１常　勤:    2長　柳原　宏四 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572944-05129 社会福祉法人至善会　〒536-0016 06-6930-7258社会福祉法人至善会　山田　英次 平10. 5. 1内   診療所
     至善荘診療所 大阪市城東区蒲生四丁目２番１０常　勤:    1理事長　杦田　善右衛 新規 現存
     号 (医       1)門 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573044-05160 谷医院 〒536-0004 06-6931-0973谷　俊男 谷　俊男 平11. 9. 1外   胃   皮  診療所
     大阪市城東区今福西一丁目７番１常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     号五幸ビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573144-05178 はしもと内科 〒536-0014 06-6964-0288橋本　一郎 橋本　一郎 平11.10. 1内   胃   小  診療所
     大阪市城東区鴫野西四丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １４号鴫野ショッピングセンター(医       1) 平29.10. 1
     ｓｈｅ’ｓ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573244-05186 寺尾クリニック 〒536-0015 06-6936-1001寺尾　征史 寺尾　征史 平11.12. 1外   整外 胃  診療所
     大阪市城東区新喜多一丁目２番７常　勤:    1 移転 放   リハ 現存
     号リバーカントリーガーデン京橋(医       1) 平29.12. 1
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 573344-05194 医療法人　秀奈会　き〒536-0008 06-6935-7655医療法人　秀奈会　理姜　重 平12. 1. 1外   整外 麻  診療所
     ょうクリニック 大阪市城東区関目五丁目１６番１常　勤:    1事長　姜　重 組織変更 こう リハ 現存
     ９－１０３号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573444-05202 井皮膚科 〒536-0008 06-6786-6300 井　健治 井　健治 平12. 1. 1皮   診療所
     大阪市城東区関目一丁目１４番１常　勤:    1 移転 現存
     ７号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573544-05210 城東中央病院 〒536-0014 06-6962-0015医療法人　医誠会　理土増　聡 平12. 3. 1一般       233病院
     大阪市城東区鴫野西五丁目１３番常　勤:   20事長　谷　幸治 組織変更 内   外   皮  現存
     ４７号 (医      20) 平30. 3. 1ひ   リハ 放  
     非常勤:   98 整外 脳外 循  
     (医      98) 胃   形外 こう
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573644-05236 根本医院 〒536-0022 06-6961-7717根本　裕 根本　裕 平12. 5. 1内   胃   放  診療所
     大阪市城東区永田四丁目１５番６常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573744-05244 まつい眼科 〒536-0001 06-6786-0881松井　信 松井　信 平12. 5. 1眼   診療所
     大阪市城東区古市三丁目２２番２常　勤:    1 新規 現存
     号　パルコム２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573844-05269 おくだクリニック 〒536-0022 06-6964-5530奥田　平治 奥田　平治 平12. 7. 1一般         1診療所
     大阪市城東区永田二丁目１６番８常　勤:    1 新規 麻   内   循  現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573944-05285 おのい深江橋診療所 〒536-0022 06-6967-2020尾井　豊 尾井　豊 平12.10. 1内   呼   消  診療所
     大阪市城東区永田四丁目１１番１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ４号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574044-05301 医療法人　鴫野医院 〒536-0014 06-6961-3147医療法人　鴫野医院　亀田　充 平13. 1. 1内   小   診療所
     大阪市城東区鴫野西四丁目２番２常　勤:    1理事長　亀田　充 組織変更 現存
     ６号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574144-05327 医療法人伯仁会　柏原〒536-0016 06-6930-3361医療法人伯仁会　理事柏原　俊博 平13. 7. 1眼   診療所
     眼科クリニック 大阪市城東区蒲生三丁目１５番４常　勤:    1長　柏原　俊博 組織変更 現存
     号ドエル小泉２０１ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574244-05335 福井内科消化器科 〒536-0004 06-6786-3711福井　康 福井　康 平13. 9. 1内   消   循  診療所
     大阪市城東区今福西五丁目２番２常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ７号エルピーザ１階 (医       1) 平25. 9. 1
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 574344-05350 安田皮ふ科医院 〒536-0007 06-6931-1525安田　勝 安田　勝 平14. 4. 1皮   診療所
     大阪市城東区成育五丁目１６番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574444-05376 月川クリニック 〒536-0014 06-6962-5522月川　真 月川　真 平14. 7. 1ひ   診療所
     大阪市城東区鴫野西四丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １４号鴫野ショッピングセンター(医       1) 平26. 7. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574544-05384 医療法人成義会　桝屋〒536-0007 06-6934-0808医療法人成義会　理事桝屋　義雄 平14. 7. 1内   胃   こう診療所
     クリニック 大阪市城東区成育一丁目７番７号常　勤:    1長　桝屋　義雄 新規 放   リハ 小  現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574644-05400 医療法人上善会　にし〒536-0005 06-6786-1115医療法人上善会　理事西嶋　義彦 平14. 7. 1脳外 外   リハ診療所
     じまファミリークリニ大阪市城東区中央二丁目１３番１常　勤:    2長　西嶋　義彦 組織変更 小   心内 現存
     ック ９号ＹＫマンション１階 (医       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574744-05418 医療法人　適水会　つ〒536-0016 06-6935-3200医療法人　適水会　理堤　俊仁 平14.11. 1精   神   神内診療所
     つみクリニック 大阪市城東区蒲生四丁目１番２２常　勤:    1事長　堤　俊仁 組織変更 内   現存
     号 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574844-05467 社会医療法人大道会　〒536-0023 06-6961-5151社会医療法人大道会　足立　典夫 平15. 6. 1一般         3診療所
     大道クリニック 大阪市城東区東中浜一丁目４番２常　勤:    1理事長　大道　道大 新規 内   ひ   現存
     ５号 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574944-05483 医療法人　岸本整形外〒536-0023 06-6167-1500医療法人岸本整形外科岸本　成人 平15. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     科 大阪市城東区東中浜三丁目３番４常　勤:    1　理事長　岸本　成人 組織変更 現存
     号リッツ貮番館１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575044-05491 新藤皮フ科 〒536-0004 06-6934-0750新藤　季佐 新藤　季佐 平15. 8. 1皮   診療所
     大阪市城東区今福西一丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     号橋本ビル３０１ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575144-05517 岡田耳鼻咽喉科 〒536-0021 06-6969-3305岡田　益明 岡田　益明 平15. 9. 1耳い 診療所
     大阪市城東区諏訪四丁目１７番１常　勤:    1 継承 現存
     号レジデンス諏訪２階３号 (医       1) 平27. 9. 1
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 575244-05541 医療法人清裕会　かの〒536-0007 06-6930-8837医療法人清裕会　理事鹿野　清 平16. 1. 1眼   診療所
     眼科クリニック 大阪市城東区成育三丁目１４番１常　勤:    2長　鹿野　裕子 組織変更 現存
     ５号近代ビル１階 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575344-05558 医療法人　上田医院 〒536-0002 06-6931-1501医療法人上田医院　理上田　裕紀子 平16. 1. 1精   心内 神内診療所
     大阪市城東区今福東三丁目５番２常　勤:    1事長　上田　裕紀子 組織変更 内   現存
     １号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575444-05608 本倉眼科 〒536-0007 06-6180-2001本倉　雅信 本倉　雅信 平16. 9. 1眼   診療所
     大阪市城東区成育五丁目２３番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号関目タウンビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575544-05624 医療法人川村医院　川〒536-0001 06-6939-8700医療法人川村医院　理川村　繁樹 平16.10. 1耳い アレ 診療所
     村耳鼻咽喉科クリニッ大阪市城東区古市三丁目２３番２常　勤:    2事長　川村　繁樹 新規 現存
     ク １号 (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575644-05632 ふじた眼科 〒536-0022 06-6964-1113藤田　久仁彦 藤田　久仁彦 平16.11. 1眼   診療所
     大阪市城東区永田四丁目１６番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575744-05640 かわさき耳鼻咽喉科 〒536-0007 06-6180-2400川﨑　英子 川﨑　英子 平17. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     大阪市城東区成育二丁目１２番１常　勤:    1 新規 休止
     ８号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575844-05673 医療法人医誠会　城東〒536-0014 06-6969-5656医療法人医誠会　理事難波　行臣 平17.10. 1内   リハ 診療所
     医誠会クリニック 大阪市城東区鴫野西四丁目１番１常　勤:    1長　谷　幸治 新規 現存
     ６号 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 575944-05681 医療法人あゆみ会　関〒536-0007 06-6939-1011医療法人あゆみ会　理山口　勝雄 平17.11. 1ひ   内   循  診療所
     目山口クリニック 大阪市城東区成育五丁目１番３１常　勤:    2事長　山口　勝雄 新規 循環器内科 現存
     号 (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576044-05715 馬場内科・循環器科 〒536-0002 06-6180-0307馬場　雄治 馬場　雄治 平18. 5. 1内   循   診療所
     大阪市城東区今福東三丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 576144-05723 社会医療法人大道会　〒536-0025 06-6969-0111社会医療法人大道会　大道　道大 平18. 4. 1一般       355病院
     (44-65723 ) 森之宮病院 大阪市城東区森之宮二丁目１番８常　勤:   49理事長　大道　道大 移転 内   循   呼内現存
     ８号 (医      46) 平30. 4. 1消   小   外  
     (歯       3) 形外 整外 心外
     非常勤:   61 ひ   放   麻  
     (医      59) 神内 リハ 救命
     (歯       2) 歯   小歯 歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576244-05731 柿本耳鼻咽喉科 〒536-0004 06-6936-7033柿本　晋吾 柿本　晋吾 平18. 7. 1耳い アレ 診療所
     大阪市城東区今福西三丁目８番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576344-05749 高見医院 〒536-0024 06-6963-7661高見　成洲 高見　成洲 平18.10. 1内   循   消  診療所
     大阪市城東区中浜一丁目２０番７常　勤:    1 新規 アレ 現存
     号アベニューＫＮ　１０１号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576444-05764 いけじり内科外科クリ〒536-0008 06-6180-1100池尻　真康 池尻　真康 平18.12. 1内   外   胃  診療所
     ニック 大阪市城東区関目六丁目７番８号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576544-05772 医療法人　由保会　良〒536-0004 06-6935-2050医療法人　由保会　理良原　公浩 平19. 1. 1整外 外   リウ診療所
     原クリニック 大阪市城東区今福西二丁目１３番常　勤:    1事長　良原　公浩 組織変更 リハ 現存
     １２号マジェスティック・レジデ(医       1) 平25. 1. 1
     ンス１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576644-05780 耳鼻咽喉科はしもとク〒536-0014 06-6969-1169橋本　喜輝 橋本　喜輝 平19. 2. 1耳い アレ 気食診療所
     リニック 大阪市城東区鴫野西五丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     １２号アマントリビエールシギノ(医       1) 平25. 2. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576744-05798 はやし小児科 〒536-0022 06-6965-7110林　敬次 林　敬次 平19. 7. 1小   アレ 診療所
     大阪市城東区永田四丁目６番１１常　勤:    1 新規 現存
     号サンパークⅠ　１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576844-05806 医療法人良月会　小島〒536-0013 06-6965-8041医療法人良月会　理事小島　朗 平19. 7. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 大阪市城東区鴫野東一丁目１３番常　勤:    1長　小島　朗 組織変更 現存
     １２号鴫野かぼくビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576944-05814 医療法人　村上整形外〒536-0014 06-6964-7708医療法人村上整形外科村上　淳 平19. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科 大阪市城東区鴫野西四丁目１０番常　勤:    1　理事長　村上　淳 組織変更 現存
     １４号鴫野ショッピングセンター(医       1) 平25. 7. 1
     ビル２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 577044-05822 医療法人潤優会　松谷〒536-0021 06-6789-3366医療法人潤優会　理事松谷　亮一 平19. 7. 1耳い 麻   小  診療所
     クリニック 大阪市城東区諏訪一丁目１８番５常　勤:    1長　松谷　亮一 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577144-05830 生活協同組合ヘルスコ〒536-0007 06-6931-6213生活協同組合ヘルスコ森谷　信介 平20. 4. 1内   診療所
     ープおおさか　のえ生大阪市城東区成育四丁目２９番５常　勤:    1ープおおさか　理事長 新規 現存
     協診療所 号 (医       1)　水野　俊和 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577244-05855 としな内科・皮フ科ク〒536-0001 06-6934-3757年名　優美 年名　優美 平20. 8. 1内   皮   診療所
     リニック 大阪市城東区古市一丁目７番５号常　勤:    2 新規 現存
     カサデラエスペランサ１０１号 (医       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577344-05871 医療法人池岡診療所　〒536-0008 06-6931-6665医療法人池岡診療所　池岡　清光 平20.10.14内   小   診療所
     池岡クリニック 大阪市城東区関目一丁目１８番１常　勤:    1理事長　池岡　清光 移転 現存
     ３号 (医       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577444-05889 野口医院 〒536-0008 06-6931-7821野口　誉生 野口　誉生 平21. 2. 1内   外   小  診療所
     大阪市城東区関目三丁目１３番１常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577544-05939 北村医院 〒536-0001 06-6931-3998髙嶋　秀眞 髙嶋　秀眞 平21. 2. 7内   小   診療所
     大阪市城東区古市三丁目１１番２常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (医       1) 平27. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577644-05954 福島脳外科クリニック〒536-0021 06-6964-1903福島　裕治 福島　裕治 平21. 8. 1脳外 神内 診療所
     大阪市城東区諏訪四丁目３番６号常　勤:    1 新規 現存
     ケインズ深江橋１階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577744-05988 医療法人未来会　みら〒536-0015 06-6936-1003医療法人未来会　理事寺田　昭 平22. 1. 1内   循   小  診療所
     いクリニック 大阪市城東区新喜多一丁目２番７常　勤:    2長　堂阪　宜雄 新規 皮   アレ 精  休止
     －９０３号 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577844-05996 東大阪病院附属クリニ〒536-0005 06-6932-8801社会医療法人有隣会　北野　元一 平22. 1. 1内   診療所
     ック 大阪市城東区中央一丁目７番８号常　勤:    1理事長　田中一三 新規 現存
     リアン中央１階Ｄ号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 577944-06028 大阪がん循環器病予防〒536-0025 06-6969-6711公益財団法人大阪府保和田　公子 平22. 4. 1内   外   婦  診療所
     センター 大阪市城東区森之宮一丁目６番１常　勤:   10健医療財団　理事長　 組織変更 放   現存
     ０７号 (医      10)髙杉　豊 平28. 4. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578044-06044 医療法人　にしたに腎〒536-0004 06-6936-7100医療法人　にしたに腎西谷　嘉夫 平22. 7. 1内   透析 ひ  診療所
     ・泌尿器クリニック 大阪市城東区今福西一丁目３番３常　勤:    1・泌尿器クリニック　 組織変更 内科、腎臓内科現存
     号橋本ビル３階 (医       1)理事長　西谷　嘉夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578144-06051 医療法人　吉田こども〒536-0004 06-6934-0600医療法人　吉田こども吉田　裕慈 平22. 7. 1小   アレ 診療所
     クリニック 大阪市城東区今福西四丁目６番２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２号今福西ハートビル２階 (医       1)吉田　裕慈 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578244-06069 医療法人　香仁会　鯰〒536-0004 06-6931-2722医療法人　香仁会　理原川　奈梨 平22. 7. 1内   診療所
     江内科クリニック 大阪市城東区今福西二丁目１０番常　勤:    1事長　原川　奈梨 組織変更 現存
     １８号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578344-06085 泌尿器科守屋クリニッ〒536-0005 06-6786-1677守屋　賢治 守屋　賢治 平22. 9. 1ひ   内   診療所
     ク 大阪市城東区中央一丁目８番２７常　勤:    1 新規 現存
     号アルマンド蒲生１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578444-06119 山本皮フ科クリニック〒536-0004 06-4255-9976山本　典雅 山本　典雅 平23. 4. 1皮   形外 診療所
     大阪市城東区今福西四丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号今福西ハートビル３階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578544-06127 榎並診療所 〒536-0006 06-6939-6660大森　秀之 大森　秀之 平23. 4. 1整外 内   外  診療所
     大阪市城東区野江３丁目１０－２常　勤:    2 新規 形外 精   放  現存
     ４ (医       2) 平29. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 578644-06135 社会福祉法人恩賜財団〒536-0001 06-6932-0401社会福祉法人恩賜財団三嶋　理晃 平23. 5. 1一般       400地域支援
     　大阪府済生会野江病大阪市城東区古市１丁目３番２５常　勤:  111済生会支部大阪府済生 移転 内   神内 呼内病院
     院 号 (医     111)会　支部長　岡上　武 平29. 5. 1消   循   小  現存
     非常勤:   78 心外 整外 形外
     (医      78) 脳外 呼外 産  
     婦   眼   耳い
     皮   ひ   こう
     外   リハ 放  
     麻   救命 病理
     臨床 精   
     血内、糖内、消
     内・外、循内、
     放診・治、腫内
     、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578744-06143 医療法人六支会　野江〒536-0005 06-6786-2220医療法人六支会　理事縄　嘉津記 平23. 7. 1内   小   診療所
     クリニック 大阪市城東区中央二丁目１４番コ常　勤:    1長　縄　嘉津記 組織変更 現存
     ムズシティ野江Ｄ棟３０５号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578844-06150 特別養護老人ホーム　〒536-0016 06-6933-2002社会福祉法人清水福祉原田　梓 平23. 9. 1内   診療所
     城東こすもす苑　診療大阪市城東区蒲生２丁目２番３８常　勤:    1会　理事長　水野　智 新規 現存
     所 号 (医       1)志 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578944-06168 くの小児科クリニック〒536-0002 06-6753-9326久野　友子 久野　友子 平23. 9. 1小   診療所
     大阪市城東区今福東３丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １８号スギタ今福北ハイツ１階－(医       1) 平29. 9. 1
     Ｃ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579044-06176 セントラルクリニック〒536-0005 06-6923-8000岡本　峰夫 岡本　峰夫 平23.10. 1内   循   消  診療所
     岡本 大阪市城東区中央２丁目１５番１常　勤:    1 新規 呼   リハ 小  現存
     ３号ニュー京阪マンション１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579144-06184 おおにし内科・小児科〒536-0021 06-6965-3700大西　敏雄 大西　敏雄 平23.11. 1小   内   アレ診療所
     大阪市城東区諏訪１丁目１６番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579244-06200 医療法人慶春会　福永〒536-0005 06-6933-7844医療法人慶春会　理事高井　俊輔 平24. 1. 1内   皮   放  診療所
     記念診療所 大阪市城東区中央１丁目９番３３常　勤:    3長　高井　俊輔 組織変更 内科、血液内科現存
     号泉秀園城東ビル２階 (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
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 579344-06218 医療法人　松原眼科ク〒536-0008 06-6939-1146医療法人　松原眼科ク松原　孝 平24. 1. 1眼   診療所
     リニック 大阪市城東区関目１丁目１９番２常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 現存
     ３号ディヴェールメゾン１階 (医       1)原　孝 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579444-06234 医療法人卓翔会　ひま〒536-0021 06-6788-8701医療法人卓翔会　理事白數　純也 平24. 7. 1眼   診療所
     わり眼科クリニック 大阪市城東区諏訪１丁目１８番４常　勤:    1長　白數　純也 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579544-06267 医療法人　承寿会　勝〒536-0013 06-6969-8460医療法人　承寿会　理勝田　吉重 平25. 1. 1内   小   循  診療所
     田医院 大阪市城東区鴫野東３丁目４番１常　勤:    1事長　勝田　吉重 組織変更 胃   現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579644-06275 医療法人　康雅会　わ〒536-0007 06-6180-2010医療法人　康雅会　理渡 　敏彦 平25. 1. 1内   消   胃  診療所
     たなべクリニック 大阪市城東区成育５丁目２３番１常　勤:    1事長　渡 　敏彦 組織変更 呼   現存
     ０号関目タウンビル２階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579744-06291 医療法人　みつば会　〒536-0004 06-6786-2508医療法人　みつば会　橋本　裕之 平25. 7. 1内   循   診療所
     はしもと内科循環器内大阪市城東区今福西２丁目６番６常　勤:    1理事長　橋本　裕之 組織変更 現存
     科クリニック 号グランピア今福１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579844-06317 李クリニック 〒536-0022 06-6180-8877李　雄相 李　雄相 平25.10. 1内   循   診療所
     大阪市城東区永田３丁目６－２深常　勤:    1 新規 現存
     江橋ビルディング　１０１号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579944-06325 中村眼科 〒536-0011 06-6180-3303中村　孝夫 中村　孝夫 平25.10. 1眼   診療所
     大阪市城東区放出西三丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580044-06333 すみやクリニック 〒536-0011 06-6180-8100角谷　晶子 角谷　晶子 平25.10. 1小   内   診療所
     大阪市城東区放出西３丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580144-06341 やぶきクリニック 〒536-0007 06-6931-3737矢吹　陽子 矢吹　陽子 平25.10. 1内   小   リハ診療所
     大阪市城東区成育４－２０－１６常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580244-06358 わかばこどもクリニッ〒536-0008 06-6180-3505鞠子　眞済 鞠子　眞済 平25.12. 1小   診療所
     ク 大阪市城東区関目５丁目１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ９－１０１ (医       1) 平25.12. 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   641 頁

 580344-06366 医療法人　博仁会　た〒536-0013 06-6167-2236医療法人　博仁会　理武　俊介 平25.12. 1循   内   診療所
     け内科クリニック 大阪市城東区鴫野東二丁目１２番常　勤:    1事長　武　俊介 新規 現存
     １７号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580444-06374 医療法人　はしもと診〒536-0008 06-6936-8181医療法人　はしもと診橋本　圭二 平26. 1. 1内   リウ アレ診療所
     療所 大阪市城東区関目３丁目１１番２常　勤:    1療所　理事長　橋本　 組織変更 リハ 現存
     ４号 (医       1)圭二 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580544-06382 医療法人　井上会　井〒536-0022 06-6923-8027医療法人　井上会　理井上　雅裕 平26. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     上整形外科 大阪市城東区永田２丁目６番２９常　勤:    1事長　井上　雅裕 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580644-06390 医療法人　誠佑会　お〒536-0005 06-6935-3000医療法人　誠佑会　理大西　誠一 平26. 1. 1整外 リハ 診療所
     おにし整形外科医院 大阪市城東区中央１丁目２番２３常　勤:    1事長　大西　誠一 組織変更 現存
     号京橋ハイツビルディング１Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580744-06416 たるみファミリークリ〒536-0024 06-6180-5578垂水　泰元 垂水　泰元 平26. 6. 1内   診療所
     ニック 大阪市城東区中浜３丁目２４番７常　勤:    1 新規 現存
     号Ｍ＆Ｃビル３階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580844-06432 こうのメンタルクリニ〒536-0024 06-6180-7701河野　隆志 河野　隆志 平27. 2. 1心内 精   診療所
     ック 大阪市城東区中浜３丁目２４番７常　勤:    1 新規 現存
     号Ｍ＆Ｃビル４Ｆ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580944-06457 武井クリニック 〒536-0002 06-6180-8256武井　雄一郎 武井　雄一郎 平27. 4. 1内   消   診療所
     大阪市城東区今福東２丁目７－２常　勤:    1 組織変更 現存
     ６泰平ビル２０３号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581044-06465 医療法人よつば会　ク〒536-0014 06-6180-8927医療法人よつば会　理荒木　良守 平27. 6. 1内   皮   整外診療所
     ローバークリニック 大阪市城東区鴫野西４丁目１番３常　勤:    1事長　荒木　良守 新規 リウ アレ 精  現存
     ３号 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581144-06481 医療法人勝安会　なご〒536-0022 06-6961-7801医療法人勝安会　理事岡田　章 平27.11. 1内   整外 リハ診療所
     みクリニック 大阪市城東区永田三丁目２番６号常　勤:    1長　井関　治夫 新規 現存
     フレンドタウン深江橋２階 (医       1) 平27.11. 1
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 581244-06499 医療法人京進会　整形〒536-0013 06-6967-3000医療法人京進会　理事京谷　正人 平28. 1. 1整外 リハ 診療所
     外科きょうたにクリニ大阪市城東区鴫野東三丁目４番１常　勤:    1長　京谷　正人 組織変更 現存
     ック ８号鴫野東あさひビル１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581344-06507 すぎた内科クリニック〒536-0013 06-6180-3600杉田　泰則 杉田　泰則 平28. 3. 1内   呼   消  診療所
     大阪市城東区鴫野東１－３－８ハ常　勤:    1 新規 現存
     イツ丹洋１Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581444-06515 大阪市城東区保健福祉〒536-8510 06-6930-9882大阪市長　吉村　洋文武内　真有 平28. 3.14内   小   診療所
     センター 大阪市城東区中央３－５－４５ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581544-06523 松葉眼科 〒536-0006 06-6167-7744松葉　卓郎 松葉　卓郎 平28. 6. 1眼   小   診療所
     大阪市城東区野江３－７－１３ラ常　勤:    1 新規 現存
     ルーナ都島１Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581644-06531 やまもと消化器クリニ〒536-0013 06-6955-8484山本　守敏 山本　守敏 平28. 6. 1消   内   診療所
     ック 大阪市城東区鴫野東３丁目４－１常　勤:    1 新規 現存
     ８鴫野東あさひビル２階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581744-06549 いわもと内科クリニッ〒536-0024 06-6180-5180岩本　直己 岩本　直己 平28. 8. 1内   循   呼  診療所
     ク 大阪市城東区中浜３丁目１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581844-06556 医療法人　伊東内科ク〒536-0006 06-6786-1114医療法人伊東内科クリ伊東　達夫 平28. 9. 1内   循   診療所
     リニック 大阪市城東区野江四丁目１０番２常　勤:    1ニック　理事長　伊東 組織変更 現存
     ２号 (医       1)　達夫 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581944-06564 医療法人禾北会　り耳〒536-0024 06-6167-3387医療法人禾北会　理事李　昊哲 平28. 9. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 大阪市城東区中浜三丁目２４番７常　勤:    1長　李　昊哲 組織変更 現存
     号Ｍ＆Ｃビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582044-06572 かえでクリニック 〒536-0005 06-6930-5489子安　信寛 子安　信寛 平28.12. 1精   心内 内  診療所
     大阪市城東区中央１－８－２４東常　勤:    1 新規 和漢 現存
     洋プラザビル３０５ (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582144-06580 医療法人澄心会　いで〒536-0004 06-6958-4023医療法人澄心会　理事出口　寛 平28.12. 1内   呼外 診療所
     ぐち医院 大阪市城東区今福西三丁目７番２常　勤:    1長　出口　寛 移転 現存
     ８号富士谷ＢＬＤ２Ｆ (医       1) 平28.12. 1
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 582244-06598 蒲生４丁目いいぬま眼〒536-0004 06-6930-8008飯沼　憲明 飯沼　憲明 平29. 1. 1眼   診療所
     科 大阪市城東区今福西３－７－２８常　勤:    1 新規 現存
     　３Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582344-06606 髙橋内科 〒536-0013 06-6180-5011髙橋　準一 髙橋　準一 平29. 4.11内   消   診療所
     大阪市城東区鴫野東３丁目３－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29. 4.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582444-06614 にのみやこどもクリニ〒536-0013 06-6967-2038二宮　英一 二宮　英一 平29. 4. 1小   内   診療所
     ック 大阪市城東区鴫野東２－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     ５　１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582544-06622 医療法人　北山内科ク〒536-0006 06-6932-1810医療法人北山内科クリ北山　耕司 平29. 3. 1内   循   診療所
     リニック 大阪市城東区野江三丁目２７番３常　勤:    1ニック　理事長　北山 組織変更 現存
     ０号 (医       1)　耕司 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582644-06630 そがクリニック 〒536-0022 06-6180-6710曽我　良平 曽我　良平 平29. 5. 1内   外   消  診療所
     大阪市城東区永田３－２－６フレ常　勤:    1 新規 現存
     ンドタウン深江橋２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582744-06648 あつた内科と痛みのク〒536-0006 06-6933-7000熱田　淳 熱田　淳 平29. 5. 1内   リハ 診療所
     リニック 大阪市城東区野江１丁目２番３号常　勤:    1 新規 現存
     モリビル京橋１１１号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582844-06655 整形外科　川戸クリニ〒536-0002 06-6935-1114川戸　明広 川戸　明広 平29. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 大阪市城東区今福東１－１３－８常　勤:    1 新規 外   現存
     今福つるみクリニックビル２Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582944-06663 ふなおか消化器・内視〒536-0002 06-6180-3255船岡　祐介 船岡　祐介 平29. 9. 1内   消   診療所
     鏡クリニック 大阪市城東区今福東１－１３－８常　勤:    1 新規 現存
     今福つるみクリニックビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583044-06671 牧整形外科病院 〒536-0008 06-6786-6200医療法人清翠会　理事牧　恭彦 平30. 3. 1一般        80病院
     大阪市城東区関目６丁目１５番３常　勤:    9長　牧　恭彦 新規 整外 リハ 放  現存
     ０号 (医       9) 平30. 3. 1麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583144-06689 城東なかいクリニック〒536-0008 06-6931-8100中井　祥隆 中井　祥隆 平30. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     大阪市城東区関目３－１２－３１常　勤:    1 新規 現存
     シャトー新関目１階 (医       1) 平30. 4. 1
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 583244-06697 医療法人悠亜会　かわ〒536-0023 06-6962-3133医療法人悠亜会　理事川井　勇一 平30. 3. 1内   胃   消  診療所
     い内科クリニック 大阪市城東区東中浜三丁目７番１常　勤:    1長　川井　勇一 組織変更 現存
     ５号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583344-06705 はる耳鼻咽喉科 〒536-0002 06-6180-8777宮部　はるか 宮部　はるか 平30. 5. 1耳い 診療所
     大阪市城東区今福東一丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ８号今福つるみクリニックビル３(医       1) 平30. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583444-06713 やましたこころのクリ〒536-0002 06-6936-5560山下　倫弘 山下　倫弘 平30. 5. 1心内 精   診療所
     ニック 大阪市城東区今福東一丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ３号ＴＹビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583545-00739 特別養護老人ホーム犬〒598-0022 0724(68)0661社会福祉法人犬鳴山　奥野　 昭 昭51. 6. 1内   精   診療所
     鳴山荘附属診療所 泉佐野市土丸３８８ 常　勤:    1理事長　東條　仁哲 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583645-00812 医療法人仙寿会　泉佐〒598-0053 072-464-2688医療法人仙寿会　理事中野　和子 昭53. 4. 1療養        60病院
     野病院 泉佐野市大宮町５番１０号 常　勤:    2長　中野　和子 組織変更 内   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583745-00820 光会診療所 〒598-0023 0724(59)7229社会福祉法人　光会　久保　園子 昭54. 8. 1内   整外 診療所
     泉佐野市大木１１１７番地 常　勤:    1理事　中道　是行 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583845-00853 阪本外科整形外科 〒598-0024 0724(68)2161阪本　啓 阪本　啓 昭55. 4. 1外   整外 内  診療所
     泉佐野市上之郷２０５６－６ 常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583945-00937 武井医院 〒598-0057 0724-62-7755武井　公雄 武井　公雄 昭56. 8. 1内   胃   循  診療所
     泉佐野市本町６番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584045-00978 医療法人康生会　泉佐〒598-0063 0724(62)2851医療法人康生会　理事加藤　寛 昭57.12. 1療養       265病院
     野優人会病院 泉佐野市湊四丁目５番１７号 常　勤:    3長　武久　敬洋 新規 内   外   消  現存
     (医       3) 平27.12. 1整外 リハ 放  
     非常勤:   29 こう 循   呼  
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 584145-01067 医療法人亀廣記念医学〒598-0006 072-462-8321医療法人　亀 記念医花房　辰哉 昭60. 4. 1精神       192病院
     会　関西サナトリウム泉佐野市市場西３－９－２８ 常　勤:    2学会　理事長　亀 　 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       2)摩弥 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584245-01091 大野外科胃腸科 〒598-0002 0724(64)0302大野　徹 大野　徹 昭60. 9. 1内   胃   外  診療所
     泉佐野市中庄４２－８ 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584345-01158 福田病院 〒598-0012 0724-64-9499福田　幸治 福田　幸治 昭61.11. 1療養        32病院
     泉佐野市高松東二丁目３番４号 常　勤:    1 新規 療養         8現存
     (医       1) 平28.11. 1内   呼   消  
     非常勤:   19 循   小   リハ
     (医      19) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584445-01182 医療法人　おおうら整〒598-0071 0724-64-5841医療法人おおうら整形大浦　晴夫 昭62. 1. 1整外 外   内  診療所
     形外科 泉佐野市鶴原四丁目３番８号 常　勤:    1外科　理事長　大浦　 組織変更 リハ 放   麻  現存
     (医       1)晴夫 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584545-01315 医療法人　健生会　な〒598-0062 0724-62-2358医療法人　健生会　理中西　喬尚 昭60.11. 1脳外 内   整外診療所
     かにし脳神経外科・内泉佐野市下瓦屋三丁目１番１号Ｔ常　勤:    2事長　中西　喬尚 組織変更 外   現存
     科 ａｓｃｏメディカル１階 (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584645-01349 医療法人　中野クリニ〒598-0007 0724-64-0021医療法人中野クリニッ中野　義一 平 2. 1. 1産婦 内   皮  診療所
     ック 泉佐野市上町二丁目２番１９号 常　勤:    1ク　理事長　中野　義 組織変更 リハ 整外 現存
     (医       1)一 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584745-01364 医療法人定生会　谷口〒598-0043 072-463-3232医療法人定生会　理事谷口　武 平 2. 7. 1一般        37病院
     病院 泉佐野市大西一丁目５番２０号 常　勤:    6長　谷口　武 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       6) 平29. 7. 1小   
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 584845-01398 東佐野病院 〒598-0071 072-464-8588小縣　一興 小縣　一興 平 2.11. 1一般        59病院
     泉佐野市鶴原９６９番１号 常　勤:    6 継承 療養        79現存
     (医       6) 平29.11. 1内   外   整外
     非常勤:   15 形外 消   循  
     (医      15) 神内 リハ 放  
     呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584945-01406 釈迦戸医院 〒598-0034 0724(65)4180釋迦戸　晃 釋迦戸　晃 平 3. 6. 1内   小   皮  診療所
     泉佐野市長滝９０９－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585045-01414 医療法人　山田外科医〒598-0055 0724-62-3106医療法人山田外科医院山田　裕史 平 4. 1. 1内   外   整外診療所
     院 泉佐野市若宮町３番１９号 常　勤:    1　理事長　山田　裕史 組織変更 こう リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585145-01539 小西胃腸科内科医院 〒598-0007 0724-69-6619小西　隆蔵 小西　隆蔵 平 5.11. 1内   胃   外  診療所
     泉佐野市上町３番８号吉村ビル１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585245-01562 清光会付属診療所 〒598-0023 072-459-7613社会福祉法人清光会　香川　潔 平 6. 5. 1内   精   外  診療所
     (45-61562 ) 泉佐野市大木２２４７－１ 常　勤:    1理事長　田端　誉富 新規 歯   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585345-01570 長澤医院 〒598-0071 0724-62-2443長澤　新 長澤　新 平 6. 5. 1内   神内 小  診療所
     泉佐野市鶴原１２０７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585445-01588 近畿大学医学部　関西〒549-0001 0724-56-7185学校法人　近畿大学　汐見　幹夫 平 6. 9. 4内   外   診療所
     国際空港クリニック 泉佐野市泉州空港北１番地 常　勤:    1理事長　清水　由洋 移転 現存
     (医       1) 平24. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585545-01661 医療法人　西田医院 〒598-0043 072-462-3356医療法人西田医院　理西田　高也 平 8. 1. 1耳い 内   診療所
     泉佐野市大西一丁目７番８号 常　勤:    1事長　西田　高也 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585645-01703 平松診療所 〒598-0021 0724-68-2481平松　多喜男 平松　多喜男 平 8.11. 1整外 外   リハ診療所
     泉佐野市日根野１８４５－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 585745-01711 医療法人　西田外科・〒598-0053 072-462-8725医療法人西田外科　理西田　芳寛 平 9. 1. 1外   内   皮  診療所
     内科 泉佐野市大宮町５番３号 常　勤:    1事長　西田　芳寛 組織変更 胃   リハ 整外現存
     (医       1) 平30. 1. 1循   脳内 心内
     非常勤:    6 精   放   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585845-01729 医療法人　青松記念病〒598-0001 072-463-3121医療法人　青松記念病青松　敬補 平 9. 1. 1一般        60病院
     院 泉佐野市上瓦屋８７６番地の１ 常　勤:    3院　理事長　青松　敬 組織変更 外   内   消  現存
     (医       3)補 平30. 1. 1こう 整外 リハ
     非常勤:   14 麻   
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 585945-01802 中川クリニック 〒598-0021 0724-61-1302中川　公彦 中川　公彦 平10. 1. 1外   胃   内  診療所
     泉佐野市日根野５９２６－２ 常　勤:    1 継承 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586045-01810 今村眼科 〒598-0046 0724-65-0160今村　誠志 今村　誠志 平10. 5. 1眼   診療所
     泉佐野市羽倉崎一丁目１番４７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586145-01836 医療法人　泉本医院 〒598-0007 0724-69-3181医療法人　泉本医院　泉本　源太郎 平10. 7. 1内   呼   アレ診療所
     泉佐野市上町一丁目５番１５号 常　勤:    1理事長　泉本　源太郎 組織変更 外   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586245-01844 医療法人　長田医院 〒598-0004 0724-61-1500医療法人　長田医院　長田　亮 平10. 7. 1小   内   皮  診療所
     泉佐野市市場南二丁目５０４番９常　勤:    1理事長　長田　亮 組織変更 アレ 現存
     号大阪谷ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586345-01851 樽谷医院 〒598-0034 072-466-1180樽谷　英二 樽谷　英二 平10. 9. 1内   外   整外診療所
     泉佐野市長滝３９３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586445-01877 医療法人大幸会　梶野〒598-0015 072-469-6633医療法人　大幸会　理梶野　大典 平11. 1. 1内   小   リハ診療所
     医院高松診療所 泉佐野市高松南一丁目３番３８号常　勤:    1事長　梶野　大典 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586545-01893 医療法人　いお眼科ク〒598-0007 072-462-3939医療法人　いお眼科ク猪尾　芳弘 平11. 7. 1眼   診療所
     リニック 泉佐野市上町三丁目１１番２５号常　勤:    1リニック　理事長　猪 組織変更 現存
     南海泉佐野ビル２階 (医       1)尾　芳弘 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586645-01927 医療法人聖愛会　聖愛〒598-0043 072-462-0550医療法人　聖愛会　理古妻　達夫 平11.11. 1一般         1診療所
     クリニック 泉佐野市大西一丁目１２番１号 常　勤:    2事長　古妻　達夫 移転 リハ 内   リウ現存
     (医       2) 平29.11. 1外   放   
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 586745-01943 大植医院 〒598-0021 0724-50-2820大植　徹 大植　徹 平12.11. 1内   消   呼  診療所
     泉佐野市日根野３８８１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586845-01950 南川眼科 〒598-0021 0724-50-3055南川　美登里 南川　美登里 平12.11. 1眼   診療所
     泉佐野市日根野７０６４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 586945-01968 医療法人　森脇眼科ク〒598-0003 0724-69-0720医療法人　森脇眼科ク森脇　康榮 平13. 1. 1眼   診療所
     リニック 泉佐野市俵屋３１６番地の１ 常　勤:    1リニック　理事長　森 組織変更 現存
     (医       1)脇　康榮 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587045-01992 医療法人財団医親会　〒598-0048 0724-60-1100医療法人財団　医親会伊藤　俊雄 平13. 9. 1内   外   整外診療所
     りんくうタウンクリニ泉佐野市りんくう往来北１番りん常　勤:    2　理事長　家中　隆 組織変更 婦   耳い 眼  現存
     ック くうゲートタワービル８階 (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587145-02008 えびすのクリニック 〒598-0021 0724-50-0380戎野　庄一 戎野　庄一 平14. 4. 1ひ   皮   内  診療所
     泉佐野市日根野７０２５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587245-02016 ゆたかクリニック 〒598-0002 0724-63-7725貴志　豊 貴志　豊 平14.10. 1内   循   神内診療所
     泉佐野市中庄１０９３－９ 常　勤:    2 新規 精   心内 放  現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587345-02032 医療法人　にわ小児科〒598-0021 0724-67-2806医療法人にわ小児科　丹羽　久生 平15. 1. 1小   アレ 診療所
     泉佐野市日根野７０８９番地アラ常　勤:    1理事長　丹羽　久生 組織変更 現存
     モード日根野１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587445-02040 アムリタ附属診療所 〒598-0034 0724-66-6111社会福祉法人アムリタ中村　薫 平15.11. 1内   整外 外  診療所
     泉佐野市長滝８４２番地１ 常　勤:    1　理事長　中村　薫 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587545-02057 医療法人　山西皮膚科〒598-0012 0724-64-7153医療法人山西皮膚科診山西　貴仁 平16. 2. 1皮   診療所
     診療所 泉佐野市高松東一丁目１０番３７常　勤:    2療所　理事長　山西　 移転 現存
     号泉佐野センタービル５階 (医       2)貴仁 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 587645-02065 楓こころのホスピタル〒598-0002 0724-63-3377医療法人清楓会　理事南川　博彦 平16. 5. 1精神       150病院
     泉佐野市中庄１０２５番地 常　勤:    4長　眞城　英孝 移転 精   神   心内現存
     (医       4) 平28. 5. 1内   
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587745-02073 泉ヶ丘園りんくう施設〒598-0047 0724-58-2100社会福祉法人泉ヶ丘福河野　暢之 平16.10. 1外   内   精  診療所
     内診療所 泉佐野市りんくう往来南５番１７常　勤:    1祉会　理事長　赤井　 新規 現存
     (医       1)和枝 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587845-02081 ひがきクリニック 〒598-0063 0724-87-8343檜垣　淳 檜垣　淳 平16.11. 1内   外   胃  診療所
     泉佐野市湊二丁目６番佐野湊団地常　勤:    1 新規 小外 現存
     一号棟１階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 587945-02099 能勢クリニック 〒598-0007 0724-61-3024能勢　昭 能勢　昭 平16.12. 1内   整外 麻  診療所
     泉佐野市上町一丁目１１番４５号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588045-02115 樫井診療所 〒598-0035 0724-66-8661樫井診療所運営委員会 田　夫佐代 平16.12. 6内   診療所
     泉佐野市南中樫井４８１番地 常　勤:    1　委員長　東妻　篤人 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 6
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588145-02123 つじもとクリニック 〒598-0014 0724-69-2080辻本　正三郎 辻本　正三郎 平17. 5. 1内   整外 脳外診療所
     泉佐野市葵町二丁目１番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588245-02131 医療法人良秀会　河﨑〒598-0001 072-464-6466医療法人良秀会　理事河﨑　正 平17. 4. 1療養        66病院
     内科病院 泉佐野市上瓦屋１４番地の７ 常　勤:    4長　藤井　良幸 移転 内   循   消  現存
     (医       4) 平29. 4. 1呼   神内 放  
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588345-02149 白井内科クリニック 〒598-0007 0724-62-1877白井　康博 白井　康博 平17. 7. 1内   消   循  診療所
     泉佐野市上町三丁目３番１８号　常　勤:    1 新規 呼   現存
     Ｃ棟１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588445-02222 三好医院 〒598-0071 072-463-6911三好　宏和 三好　宏和 平19. 3. 1内   小   診療所
     泉佐野市鶴原五丁目１番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
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 588545-02248 泉ヶ丘福祉会施設内診〒598-0022 072-467-2160社会福祉法人泉ヶ丘福中山　伊知郎 平19. 4. 1内   整外 精  診療所
     療所 泉佐野市土丸５３１番地 常　勤:    1祉会　理事長　赤井　 移転 外   現存
     (医       1)和枝 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588645-02263 医療法人桂信会　羽原〒598-0046 072-466-3881医療法人桂信会　理事香川　潔 平19. 7. 1一般        35病院
     病院 泉佐野市羽倉崎一丁目１番４号 常　勤:    5長　羽原　弘造 組織変更 療養        35現存
     (医       5) 平25. 7. 1外   内   整外
     非常勤:   19 皮   形外 放  
     (医      19) リハ 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588745-02271 赤山クリニック 〒598-0021 072-450-3788赤山　正幸 赤山　正幸 平19.11. 1心内 神   精  診療所
     泉佐野市日根野７２４５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588845-02305 中井整形リハビリクリ〒598-0007 072-469-2350中井　宏 中井　宏 平20.10. 1整外 リハ 麻  診療所
     ニック 泉佐野市上町三丁目３番１８号メ常　勤:    1 新規 外   現存
     ディカルモール１階Ｃ号室 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 588945-02313 ひがしの耳鼻咽喉科 〒598-0071 072-464-8741東野　昌子 東野　昌子 平20.11. 1耳い アレ 診療所
     泉佐野市鶴原五丁目１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589045-02347 医療法人白雲会　リョ〒598-0048 072-463-7003医療法人白雲会　理事小松　良哉 平21. 1. 1内   診療所
     ーヤコマツクリニック泉佐野市りんくう往来北１番りん常　勤:    1長　小松　良哉 組織変更 現存
     くうゲートタワービル１７階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589145-02370 佐野記念病院 〒598-0013 072-464-2111社会医療法人栄公会　林　成治 平21.12. 1一般        95病院
     泉佐野市中町二丁目４番２８号 常　勤:   16理事長　中村　薫 移転 整外 脳外 リハ現存
     (医      16) 平27.12. 1内   形外 外  
     非常勤:   23 麻   
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589245-02404 医療法人　いとう眼科〒598-0011 072-463-4113医療法人　いとう眼科伊藤　和彦 平22. 7. 1眼   診療所
     クリニック 泉佐野市高松北一丁目１番２号サ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ンセリテ祥１階 (医       1)伊藤　和彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589345-02412 医療法人　泉屋内科ク〒598-0021 072-467-3222医療法人　泉屋内科ク泉屋　隆 平23. 1. 1内   消   胃  診療所
     リニック 泉佐野市日根野７２３２番地 常　勤:    1リニック　理事長　泉 組織変更 循   リハ 現存
     (医       1)屋　隆 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 589445-02420 飯村診療所 〒598-0002 072-461-3855飯村　六十四 飯村　六十四 平23. 3. 1内   精   ひ  診療所
     泉佐野市中庄１０８１－１７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589545-02438 りんくう総合医療セン〒598-0048 072-469-3111地方独立行政法人りん八木原　俊克 平23. 4. 1一般       378地域支援
     (45-62438 ) ター 泉佐野市りんくう往来北２番地の常　勤:  113くう総合医療センター 組織変更 一般（感染） 病院
     ２３ (医     111)　理事長　八木原　俊 平29. 4. 1            10現存
     (歯       2)克 内   神内 呼内
     非常勤:   30 消   循   小  
     (医      28) 外   整外 形外
     (歯       2) 眼   脳外 呼  
     皮   ひ   産婦
     放   耳い リハ
     歯   歯外 麻  
     救命 病理 
     救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589645-02446 医療法人　健徳会　浅〒598-0032 072-466-0122医療法人　健徳会　理淺井　健一郎 平23. 7. 1内   小   放  診療所
     井クリニック 泉佐野市新安松二丁目２番３６号常　勤:    1事長　淺井　健一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589745-02453 医療法人鉄仁会　平野〒598-0037 072-465-4668医療法人鉄仁会　理事平野　鉄也 平23. 7. 1内   外   リハ診療所
     医院 泉佐野市羽倉崎上町一丁目３番３常　勤:    1長　平野　鉄也 組織変更 皮   胃   こう現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1呼   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589845-02461 新山診療所 〒598-0001 072-462-7452新山　一秀 新山　一秀 平23. 8. 1内   脳外 診療所
     泉佐野市上瓦屋１０９３－９ 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 589945-02487 中山心療内科 〒598-0007 072-462-2525中山　 嗣 中山　 嗣 平24. 2. 1精   心内 神内診療所
     泉佐野市上町３丁目１１番５号プ常　勤:    1 新規 現存
     リンス駅前ビル２Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590045-02503 泉ヶ丘療護園施設内診〒598-0071 072-458-6030社会福祉法人　泉ヶ丘乾　正 平24. 7. 1内   整外 外  診療所
     療所 泉佐野市鶴原９３５番地の３ 常　勤:    1福祉会　理事長　赤井 新規 精   現存
     (医       1)　和枝 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590145-02511 りんくう橋本リウマチ〒598-0048 072-469-4152橋本　英雄 橋本　英雄 平24. 7. 2整外 リウ リハ診療所
     整形外科 泉佐野市りんくう往来北１番地り常　勤:    1 新規 現存
     んくうパピリオ東棟 (医       1) 平24. 7. 2
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 590245-02529 医療法人　あらい耳鼻〒598-0007 072-462-3387医療法人　あらい耳鼻荒井　潤 平24. 7. 1耳い アレ 小  診療所
     咽喉科 泉佐野市上町３－３－１８メディ常　勤:    1咽喉科　理事長　荒井 組織変更 現存
     カルモール２Ｆ (医       1)　潤 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590345-02537 医療法人　医秀会　小〒598-0071 072-462-0268医療法人　医秀会　理小笠原　秀則 平24. 7. 1内   診療所
     笠原医院 泉佐野市鶴原２丁目４番１８号 常　勤:    1事長　小笠原　秀則 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590445-02552 境内科医院 〒598-0036 072-466-2992境　 二 境　 二 平25. 1. 1内   診療所
     泉佐野市南中岡本３１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590545-02586 栄公クリニック 〒598-0013 072-461-0221社会医療法人　栄公会櫻井　啓一 平25. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     泉佐野市中町３丁目４番５号 常　勤:    2　理事長　中村　薫 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590645-02594 ともクリニック 〒598-0046 072-490-1118湯尾　弘司 湯尾　弘司 平25. 6. 1精   心内 内  診療所
     泉佐野市羽倉崎１丁目１番２４号常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590745-02628 石井クリニック 〒598-0046 072-447-5565石井　秀太 石井　秀太 平25.11. 1内   循   皮  診療所
     泉佐野市羽倉崎２丁目５－１５Ｔ常　勤:    1 新規 現存
     Ｒビル２Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590845-02636 医療法人　祐信会　田〒598-0034 072-466-6800医療法人　祐信会　理田中　博信 平26. 1. 1内   外   整外診療所
     中医院 泉佐野市長滝１６８５番地の１ 常　勤:    1事長　田中　博信 組織変更 消   リハ 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 590945-02651 泉州南部初期急病セン〒598-0048 072-464-6040泉佐野市長　千代松　西森　義高 平26. 4. 1内   小   診療所
     ター 泉佐野市りんくう往来北１番地８常　勤:    1大耕 移転 現存
     ２５ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591045-02677 ありた整形外科 〒598-0021 072-467-3051有田　勲生 有田　勲生 平26. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     泉佐野市日根野７０２６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 591145-02685 医療法人青洲会　なか〒598-0071 072-469-1300医療法人青洲会　理事中塚　映政 平26. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     つか整形外科リハビリ泉佐野市鶴原８３２番地１ 常　勤:    1長　中塚　映政 組織変更 現存
     クリニック (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591245-02719 医療法人社団秀博会　〒598-0002 072-493-8551医療法人社団秀博会　西口　健介 平26.11. 1内   整外 外  診療所
     マサキ泉佐野クリニッ泉佐野市中庄１２８４番地３泉佐常　勤:    1理事長　田中　勝喜 新規 心内 精   現存
     ク 野介護福祉センタービル１階 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591345-02735 あんぶクリニック 〒598-0046 072-466-5944西岡　安弘 西岡　安弘 平27. 4. 1内   リハ 外  診療所
     泉佐野市羽倉崎１丁目１－６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591445-02750 医療法人恵会　耳鼻咽〒598-0021 072-467-3387医療法人恵会　理事長小林　政美 平27. 7. 1耳い アレ 診療所
     喉科こばやしクリニッ泉佐野市日根野７２０１番地１ 常　勤:    1　小林　政美 組織変更 現存
     ク (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591545-02768 医療法人　中山医院 〒598-0021 072-468-0303医療法人中山医院　理中山　セツコ 平27. 7. 1内   循   消  診療所
     泉佐野市日根野３７３１番地の３常　勤:    2事長　中山　セツコ 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591645-02776 医療法人ソウ泉会　上〒598-0011 072-462-3458医療法人ソウ泉会　理上田　量也 平28. 1. 1内   小   皮  診療所
     仁上田クリニック 泉佐野市高松北一丁目６番１０号常　勤:    2事長　上田　量也 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591745-02792 やました耳鼻咽喉科ク〒598-0007 072-462-3341山下　大介 山下　大介 平28. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     リニック 泉佐野市上町３－９－６ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591845-02800 ささゆりヘルスクリニ〒598-0012 072-458-7200前原　律子 前原　律子 平28. 6. 1内   診療所
     ック 泉佐野市高松東１丁目１０－３７常　勤:    1 新規 現存
     泉佐野センタービル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 591945-02818 矢頃クリニック 〒598-0075 072-463-1018矢頃　綾 矢頃　綾 平28. 5. 1内   診療所
     泉佐野市佐野台２０番地２０６号常　勤:    2 継承 内科、糖尿病内現存
     (医       2) 平28. 5. 1科、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 592045-02826 医療法人龍志会　ＩＧ〒598-0047 072-463-0855医療法人龍志会　理事堀　信一 平28.10. 1一般        19診療所
     Ｔクリニック 泉佐野市りんくう往来南３番４１常　勤:    4長　堀　信一 移転 放   内   現存
     (医       4) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592145-02834 のむらクリニック 〒598-0071 072-461-3333野村　直孝 野村　直孝 平29. 2. 1耳い 小   アレ診療所
     泉佐野市鶴原１５７８番３ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592245-02842 医療法人井阪会　レオ〒598-0048 072-460-2800医療法人井阪会　理事井阪　茂之 平29. 3. 1産婦 診療所
     ゲートタワーレディー泉佐野市りんくう往来北１番地り常　勤:    1長　井阪　茂之 組織変更 現存
     スクリニック んくうゲートタワービル１８階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592345-02859 医療法人秀和会　たか〒598-0006 072-462-7778医療法人秀和会　理事高山　東春 平29. 3. 1脳外 内   透析診療所
     やまクリニック 泉佐野市市場西三丁目４番１０号常　勤:    1長　高山　東春 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592445-02867 さんみクリニック 〒598-0071 072-464-4705大島　和典 大島　和典 平29. 4. 1内   リハ 整外診療所
     泉佐野市鶴原１０６５－３パトリ常　勤:    1 継承 現存
     ア１階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592545-02875 森山クリニック 〒598-0044 072-469-5000李　泰成（森山泰成）李　泰成（森山泰成）平29. 5. 1ひ   内   診療所
     泉佐野市笠松１丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592645-02883 りんくう永山病院 〒598-0047 072-469-3322社会医療法人三和会　永山　孝一 平29.11. 1療養       120病院
     泉佐野市りんくう往来南２番３ 常　勤:    3理事長　永山　光紀 新規 内   リハ 精  現存
     (医       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592745-02891 そうしん堂クリニック〒598-0011 072-469-2543医療法人爽神堂　理事村上　真 平30. 2. 1精   心内 診療所
     泉佐野 泉佐野市高松北１丁目２番４０号常　勤:    2長　本多　義治 移転 現存
     ＧＨビル５階 (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
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 592846-00018 市立柏原病院 〒582-0005 072-972-0885柏原市長　冨宅　正浩佐藤　博之 昭32. 7. 1一般       220病院
     柏原市法善寺一丁目７番９号 常　勤:   46 新規 内   消   循  現存
     (医      46) 平29. 7. 1呼内 外   ひ  
     非常勤:   25 整外 小   産婦
     (医      25) 眼   皮   放  
     麻   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 592946-00380 医療法人養心会　国分〒582-0026 0729-78-6072医療法人養心会　理事木下　秀夫 昭46. 1. 1精神       201病院
     病院 柏原市旭ケ丘四丁目６７２番地 常　勤:   12長　木下　秀一郎 新規 精   神   内  現存
     (医      12) 平28. 1. 1心内 
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593046-00513 国民健康保険柏原市立〒582-0012 0729(79)0572柏原市長　中野　隆司石川　欽司 昭57. 8. 1内   診療所
     堅上診療所 柏原市大字雁多尾畑４８１２番地常　勤:    1 新規 現存
     の１ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593146-00521 吉松胃腸科内科クリニ〒582-0006 0729(71)7761吉松　 三 吉松　 三 昭57. 8. 1内   胃   診療所
     ック 柏原市清州１－１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593246-00554 西整形外科 〒582-0021 0729-78-6240西　周助 西　周助 昭58.10. 1整外 リハ 診療所
     柏原市国分本町一丁目９番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593346-00562 セノオ眼科 〒582-0006 0729-71-5570妹尾　憲一 妹尾　憲一 昭59. 2. 1眼   診療所
     柏原市清州二丁目４番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593446-00596 吉永眼科医院 〒582-0025 0729(77)6688吉永　健一 吉永　健一 昭61. 1. 1眼   診療所
     柏原市国分西一丁目２番２４－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１号シルクハイツ２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593546-00620 大阪好意の庭診療所 〒582-0026 072-976-0090社会福祉法人日本コイ西出　正人 昭62. 5. 1内   外   診療所
     柏原市旭ケ丘三丁目１３番４５号常　勤:    1ノニア福祉会　理事長 新規 現存
     (医       1)　安田　信人 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593646-00653 西山診療所 〒582-0009 0729(72)5555西山　泰正 西山　泰正 昭63. 4. 5内   小   診療所
     柏原市大正３丁目５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 593746-00745 医療法人聖心会　大島〒582-0007 0729(72)0760医療法人聖心会　理事阪本　雅之 平 3. 7. 1内   小   放  診療所
     医院 柏原市上市一丁目４番９号 常　勤:    1長　阪本　雅之 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593846-00752 医療法人　鈴木医院 〒582-0005 0729-72-2760医療法人鈴木医院　理鈴木　純二 平 4. 1. 1内   麻   整外診療所
     柏原市法善寺四丁目２番２７－２常　勤:    1事長　鈴木　純二 組織変更 リハ 現存
     ０３号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 593946-00794 小路医院 〒582-0017 0729-72-4141小路　徹二 小路　徹二 平 5. 4. 1内   外   整外診療所
     柏原市太平寺一丁目２番２１号 常　勤:    2 新規 皮   リハ 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594046-00810 医療法人　藤江クリニ〒582-0006 0729-71-5685医療法人　藤江クリニ藤江　博 平 7. 7. 1脳外 神内 外  診療所
     ック 柏原市清州二丁目１番４０号 常　勤:    1ック　理事長　藤江　 組織変更 麻   リハ 放  現存
     (医       1)博 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594146-00828 医療法人千輝会　神田〒582-0025 0729-77-8117医療法人　千輝会　理神田　剛輝 平 8. 5. 1内   精   診療所
     医院 柏原市国分西一丁目１番１７号幸常　勤:    2事長　神田　剛輝 移転 現存
     喜ビル２０１号 (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594246-00836 近藤診療所 〒582-0001 0729-71-3301近藤　了嗣 近藤　了嗣 平 9. 1. 1整外 外   内  診療所
     柏原市本郷一丁目３番１８号 常　勤:    1 新規 皮   小   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594346-00844 医療法人　 原クリニ〒582-0007 0729-72-3551医療法人　 原クリニ 原　秀高 平 9. 6. 1ひ   内   診療所
     ック 柏原市上市三丁目１０番１３号 常　勤:    1ック　理事長　吉原　 移転 現存
     (医       1)秀高 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594446-00851 医療法人　井ノ上眼科〒582-0006 0729-73-3929医療法人井ノ上眼科　井ノ上　尊雄 平 9. 7. 1眼   診療所
     柏原市清州一丁目２番３号豊永ビ常　勤:    1理事長　井ノ上　尊雄 組織変更 現存
     ル４階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594546-00869 第二好意の庭診療所 〒582-0022 0729-76-0091社会福祉法人日本コイ高杉　東一 平10. 1. 1内   診療所
     柏原市国分市場一丁目９番４５号常　勤:    1ノニア福祉会　理事長 新規 現存
     (医       1)　安田　信人 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594646-00885 医療法人　大西内科 〒582-0028 0729-77-8568医療法人　大西内科　大西　文明 平10. 7. 1内   呼   循  診療所
     柏原市玉手町１０番１９号 常　勤:    1理事長　大西　文明 組織変更 消   リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594746-00893 中嶋クリニック 〒582-0009 0729-70-2220中嶋　一三 中嶋　一三 平10.10. 1外   内   皮  診療所
     柏原市大正三丁目１番３号大清ビ常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ル１階 (医       1) 平28.10. 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   657 頁

 594846-00919 特別養護老人ホームは〒582-0014 0729-79-0260社会福祉法人明寿会　北中　淳悟 平11. 5. 1内   精   診療所
     くとう診療所 柏原市大字青谷２１０４－１ 常　勤:    1理事長　仲村　明子 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 594946-00927 医療法人真征会　西出〒582-0018 072-972-3120医療法人　真征会　理西出　正人 平11. 7. 1内   小   整外診療所
     クリニック 柏原市大県一丁目４番１号増井ビ常　勤:    1事長　西出　正人 組織変更 リハ 現存
     ル１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595046-00950 医療法人　涼楓会　に〒582-0021 0729-78-6597医療法人　涼楓会　理西村　龍夫 平12. 7. 1小   アレ 診療所
     しむら小児科 柏原市国分本町三丁目９番３号 常　勤:    2事長　西村　龍夫 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595146-00976 医療法人　やまもとク〒582-0019 0729-70-3322医療法人　やまもとク山本　 平13. 7. 1小   アレ 内  診療所
     リニック 柏原市平野一丁目１１番８号パレ常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     デアルシオン１階 (医       1)本　 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595246-01008 弓崎いこいクリニック〒582-0025 0729-75-1322弓﨑　恭俊 弓﨑　恭俊 平15. 3. 1心内 精   診療所
     柏原市国分西一丁目１番４７号乾常　勤:    1 新規 現存
     ビル２０２号室 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595346-01016 いけはた医院 〒582-0020 0729-77-7892池端　典彦 池端　典彦 平15. 8. 1内   消   呼  診療所
     柏原市片山町１２番２５号 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595446-01032 須原医院 〒582-0026 0729-78-6600須原　敏充 須原　敏充 平17. 4. 1内   小   診療所
     柏原市旭ケ丘一丁目１番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595546-01065 えばら皮フ科 〒582-0007 0729-73-0230榎原　直樹 榎原　直樹 平17. 9. 1皮   診療所
     柏原市上市四丁目３番１５号１０常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595646-01073 泌尿器科三浦クリニッ〒582-0025 0729-45-5055三浦　秀信 三浦　秀信 平17. 9. 1ひ   診療所
     ク 柏原市国分西一丁目４番４７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595746-01081 医療法人　厚生会　み〒582-0025 072-977-3341医療法人　厚生会　理三笘　藤吉郎 平18. 1. 1耳い 診療所
     とま耳鼻咽喉科 柏原市国分西一丁目２番２６号泰常　勤:    1事長　三笘　藤吉郎 組織変更 現存
     山ビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 595846-01099 きたむら内科 〒582-0018 072-972-1005北村　隆行 北村　隆行 平18.11. 1内   診療所
     柏原市大県一丁目９番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 595946-01115 医療法人　昌和会　か〒582-0007 0729-72-4192医療法人　昌和会　理金本　昌邦 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ねもと整形外科 柏原市上市四丁目３番１５号 常　勤:    1事長　金本　昌邦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596046-01131 医療法人　林診療所 〒582-0018 072-971-7901医療法人林診療所　理林　幸平 平20.10. 1内   外   神内診療所
     柏原市大県二丁目１番１号 常　勤:    2事長　林　幸平 移転 脳外 消   現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596146-01164 医療法人　仁恵会　皮〒582-0025 0729-75-1112医療法人　仁恵会　理濵　雅世 平24. 1. 1皮   アレ 診療所
     膚科・アレルギー科モ柏原市国分西１丁目２番２６号泰常　勤:    1事長　仲村　昌温 組織変更 現存
     アクリニック 山ビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596246-01172 医療法人　あかし内科〒582-0026 072-975-3773医療法人　あかし内科明石　満里子 平24. 8. 9内   循   診療所
     クリニック 柏原市旭ケ丘３丁目１番６３号 常　勤:    2クリニック　理事長　 移転 現存
     (医       2)明石　満里子 平24. 8. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596346-01180 岡本産婦人科医院 〒582-0006 072-972-1110岡本　吉明 岡本　吉明 平24. 9. 1産婦 診療所
     柏原市清州２丁目３番４１号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596446-01198 医療法人　井関クリニ〒582-0006 0729-72-0757医療法人　井関クリニ井関　和成 平25. 1. 1内   消   リハ診療所
     ック 柏原市清州２丁目３番６号 常　勤:    1ック　理事長　井関　 組織変更 現存
     (医       1)和成 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596546-01206 関西福祉科学大学附属〒582-0026 072-931-9970学校法人　玉手山学園三木　秀賢 平25. 9. 1内   整外 リハ診療所
     総合リハビリテーショ柏原市旭ケ丘３丁目１１番３７号常　勤:    1　理事長　江端　源治 新規 現存
     ン診療所 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596646-01214 医療法人　白岩内科医〒582-0005 072-971-1221医療法人　白岩内科医白岩　俊彦 平25.11. 1内   循   透析診療所
     院 柏原市法善寺四丁目１０番２４号常　勤:    3院　理事長　白岩　俊 移転 現存
     (医       3)彦 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 596746-01222 医療法人たむな会　全〒582-0021 072-976-2211医療法人たむな会　理朴　信史 平26. 7. 1一般        60病院
     南病院 柏原市国分本町２丁目３番１８号常　勤:    4事長　朴　信史 組織変更 脳外 外   内  現存
     (医       4) 平26. 7. 1消   リハ 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596846-01230 益弘産婦人科クリニッ〒582-0028 0729-75-3503益弘　和雄 益弘　和雄 平26. 9. 1産婦 内   診療所
     ク 柏原市玉手町２１番２２号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 596946-01248 医療法人　みなみ耳鼻〒582-0018 072-970-3387医療法人みなみ耳鼻咽南　豊彦 平27. 1. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科クリニック 柏原市大県一丁目９番１０号 常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　南　豊彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597046-01255 医療法人柏楽会　高田〒582-0007 072-972-6789医療法人柏楽会　理事髙田　賀章 平27. 7. 1内   小   呼内診療所
     内科クリニック 柏原市上市１丁目２番２号アゼリ常　勤:    1長　髙田　賀章 組織変更 アレ 現存
     ア柏原４１４号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597146-01263 まさひこ耳鼻咽喉科ク〒582-0026 072-978-8887西村　将彦 西村　将彦 平28. 1. 1耳い 診療所
     リニック 柏原市旭ケ丘３丁目２番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597246-01271 医療法人酒井会　さか〒582-0007 072-971-1899医療法人酒井会　理事酒井　雅人 平28. 9. 1麻   リハ 整外診療所
     いペインクリニック 柏原市上市一丁目２番２号アゼリ常　勤:    1長　酒井　雅人 組織変更 内   現存
     ア柏原４１６ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597346-01289 中西医院 〒582-0021 072-978-6066 平29. 3.19内   診療所
     柏原市国分本町三丁目１０番３号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597446-01297 敬寿クリニック 〒582-0025 072-959-8362内藤　洋 内藤　洋 平30. 2. 1内   診療所
     柏原市国分西１丁目１－４７乾ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２０３ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597546-01305 社会福祉法人寿光会　〒582-0015 072-977-5533社会福祉法人寿光会　小路　徹二 平30. 3. 1内   診療所
     特別養護老人ホーム柏柏原市大字高井田６５０番１ 常　勤:    1理事長　森田　浩稔 移転 現存
     原寿光園診療所 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 597647-00016 大阪府豊能郡豊能町国〒563-0219 072-739-0004豊能町長　池田　勇夫谷口　守 昭32. 7. 1内   歯   診療所
     (47-60016 ) 民健康保険診療所 豊能郡豊能町余野６１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       6)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597747-00180 能勢町国民健康保険診〒563-0122 072-737-0064能勢町長　上森　一成宇佐美　哲郎 昭52. 6. 6一般         6診療所
     療所 豊能郡能勢町上田尻６０５－１ 常　勤:    2 内   小   外  現存
     (医       2) 平28. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597847-00206 特別養護老人ホームの〒563-0215 072-739-2240社会福祉法人信光園　宮崎　栄二 昭56. 9. 1内   診療所
     せの里内診療所 豊能郡豊能町木代３３５ 常　勤:    1理事長　森田　信司 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 597947-00214 小川内科医院 〒563-0103 0727-38-2063小川　定男 小川　定男 昭57. 4. 1内   胃   小  診療所
     豊能郡豊能町東ときわ台七丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番８号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598047-00230 社会福祉法人芙蓉福祉〒563-0364 0727(34)2388社会福祉法人芙蓉福祉水野　徹 昭60. 7. 1内   精   診療所
     会　特別養護老人ホー豊能郡能勢町平野１４２番地の１常　勤:    1会　理事長　的場　定 現存
     ム青山荘診療所 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598147-00248 医療法人　滝沢整形外〒563-0103 072-738-2577医療法人滝沢整形外科滝沢　克彦 昭64. 1. 1外   整外 リハ診療所
     科 豊能郡豊能町東ときわ台七丁目１常　勤:    1　理事長　滝沢　克彦 現存
     番地１０ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598247-00263 西前耳鼻咽喉科 〒563-0103 0727-38-6362西前　忠英 西前　忠英 平 2. 9. 1耳い アレ 診療所
     豊能郡豊能町東ときわ台七丁目１常　勤:    1 現存
     番１２号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598347-00289 北大阪医療生活協同組〒563-0104 072-738-6480北大阪医療生活協同組矢田　光弘 平 3. 4. 1内   皮   診療所
     合　光風台診療所 豊能郡豊能町光風台五丁目１番１常　勤:    1合　理事長　河井　和 新規 現存
     ４号 (医       1)彦 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598447-00297 井上医院 〒563-0103 0727-38-7276井上　徹郎 井上　徹郎 平 4. 2. 1内   小   診療所
     豊能郡豊能町東ときわ台七丁目５常　勤:    1 現存
     番１４号 (医       1) 平28. 2. 1
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 598547-00305 森井整形外科クリニッ〒563-0105 0727-38-7238森井　章司 森井　章司 平 4. 4. 1整外 リハ 診療所
     ク 豊能郡豊能町新光風台二丁目２番常　勤:    1 現存
     ２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598647-00321 医療法人　森川医院 〒563-0361 072-734-0046医療法人森川医院　理森川　宗一郎 平 5. 7. 1内   消   診療所
     豊能郡能勢町今西２０６番地 常　勤:    2事長　森川　宗一郎 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598747-00339 医療法人　坂本内科医〒563-0104 072-738-0050医療法人坂本内科医院坂本　有甫 平 6. 1. 1内   胃   診療所
     院 豊能郡豊能町光風台三丁目１５番常　勤:    2　理事長　坂本　有甫 現存
     １号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598847-00347 西浦医院 〒563-0104 0727-36-1672西浦　美智代 西浦　美智代 平 8. 8. 1内   診療所
     豊能郡豊能町光風台一丁目２番地常　勤:    1 新規 現存
     １５ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 598947-00362 医療法人　藤末クリニ〒563-0104 072-738-7100医療法人　藤末クリニ藤末　健 平11. 1. 1ひ   内   診療所
     ック 豊能郡豊能町光風台二丁目１１番常　勤:    1ック　理事長　藤末　 組織変更 現存
     ７号光風台駅前ビル２階 (医       1)健 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599047-00388 村井眼科 〒563-0103 0727-36-0034村井　正人 村井　正人 平14. 3. 1眼   診療所
     豊能郡豊能町東ときわ台三丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番２号東ときわ台ショッピングセ(医       1) 平26. 3. 1
     ンターＢ－１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599147-00420 医療法人 水会　奥井〒563-0356 072-734-2219理事長　奥井　雅憲 奥井　雅憲 平16. 1. 1内   消   整外診療所
     医院 豊能郡能勢町平通８０番地の５ 常　勤:    1 組織変更 リハ 放   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599247-00487 にしうら内科外科クリ〒563-0356 072-734-3294西浦　德明 西浦　德明 平19.10. 1内   外   小  診療所
     ニック 豊能郡能勢町平通１３１番地２ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599347-00503 医療法人　秀徳会　ま〒563-0105 072-733-3366医療法人　秀徳会　理馬渡　秀徳 平23. 1. 1内   診療所
     わたり内科 豊能郡豊能町新光風台二丁目１６常　勤:    1事長　馬渡　秀徳 移転 現存
     番地の１２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599447-00511 ひらがクリニック 〒563-0102 072-734-8017平賀　通 平賀　通 平23. 6. 1内   呼   診療所
     豊能郡豊能町ときわ台４丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １４号銀杏の館１階 (医       1) 平29. 6. 1
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 599547-00529 特別養護老人ホーム　〒563-0101 072-733-2301社会福祉法人豊悠福祉井上　徹郎 平27. 4. 1内   皮   精  診療所
     祥雲館診療所 豊能郡豊能町吉川１８７番地の１常　勤:    1会　理事長　園田　裕 継承 現存
     (医       1)紹 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599647-00537 医療法人華桃会　さと〒563-0352 075-811-1187医療法人華桃会　理事佐藤　佳代子 平29.10. 1耳い アレ 診療所
     うクリニック 豊能郡能勢町大里３９７番４ 常　勤:    1長　佐藤　佳代子 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599748-00378 杉山医院 〒580-0016 0723-32-1492杉山　文子 杉山　文子 昭36. 9. 1内   小   眼  診療所
     松原市上田三丁目２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599848-00402 箕浦医院 〒580-0032 072-332-2882箕浦　健三 箕浦　健三 昭38. 2. 1内   外   小  診療所
     松原市天美東六丁目１８番３７号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 599948-00675 山名医院 〒580-0016 0723-32-5581山名　寛治 山名　寛治 昭44.12. 1内   外   皮  診療所
     松原市上田五丁目１６番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600048-00741 正野医院 〒580-0003 0723-31-1827正野　道子 正野　道子 昭46. 9. 1内   小   診療所
     松原市一津屋５２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平10. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600148-00832 北中耳鼻咽喉科医院 〒580-0033 0723(34)3311北中　登一 北中　登一 昭48. 9. 1耳い 診療所
     松原市天美南５－２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600248-00964 西澤クリニック 〒580-0024 0723-31-0012西澤　弘二 西澤　弘二 昭53. 2. 1内   小   皮  診療所
     松原市東新町四丁目１５番２号 常　勤:    1 新規 精   心内 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600348-01012 阪倉クリニック 〒580-0012 0723(35)3111阪倉　久稔 阪倉　久稔 昭55. 3. 1内   放   胃  診療所
     松原市立部五丁目５番１２号 常　勤:    1 新規 循   精   神  現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600448-01129 田中医院 〒580-0043 072-331-0265田中　英德 田中　英德 昭57.12. 1内   小   リハ診療所
     松原市阿保二丁目１１番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 600548-01145 松田医院 〒580-0034 0723-31-1136松田　明信 松田　明信 昭59. 4. 1内   胃   小  診療所
     松原市天美西一丁目２１番１３号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600648-01236 田上整形外科 〒580-0014 0723-36-4060田上　實男 田上　實男 昭61.12. 1整外 リハ 診療所
     松原市岡三丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600748-01327 江崎医院 〒580-0046 0723(35)3503江崎　国治 江崎　国治 昭63. 4. 1内   小   整外診療所
     松原市三宅中五丁目８番２３号 常　勤:    1 新規 皮   眼   リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600848-01376 医療法人　植村耳鼻咽〒580-0032 0723-33-8741医療法人植村耳鼻咽喉植村　善則 昭63. 3. 1耳い 診療所
     喉科 松原市天美東七丁目７番１号メゾ常　勤:    1科　理事長　植村　善 新規 現存
     ンブランシュ２階 (医       1)則 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 600948-01400 田中クリニック 〒580-0024 0723-30-3386田中　茂 田中　茂 平 2. 2. 1胃   小   外  診療所
     松原市東新町三丁目５番１７号ア常　勤:    2 新規 整外 リハ 現存
     ーバンコンフォート１階１１０ (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601048-01426 医療法人　竹本クリニ〒580-0024 072-334-5211医療法人　竹本クリニ竹本　泰三 平 2. 7. 1産   婦   内  診療所
     ック 松原市東新町三丁目１４番２０号常　勤:    1ック　理事長　竹本　 組織変更 小   皮   現存
     (医       1)泰三 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601148-01442 社会医療法人　垣谷会〒580-0045 072-334-8558社会医療法人　垣谷会石村　栄治 平 2. 8. 1一般       120病院
     　明治橋病院 松原市三宅西一丁目３５８番地３常　勤:   25　理事長　垣谷　 介 組織変更 療養       276現存
     (医      25) 平29. 8. 1内   消   透析
     非常勤:   26 循   呼内 外  
     (医      26) こう 形外 整外
     脳外 ひ   リハ
     放   麻   皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601248-01483 医療法人　井上小児科〒580-0043 0723(36)4537医療法人　井上小児科井上　艶子 平 3. 7. 1小   内   診療所
     内科 松原市阿保三丁目４番１０号 常　勤:    1内科　理事長　井上　 新規 現存
     (医       1)艶子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601348-01491 医療法人　御勢医院 〒580-0032 0723(31)2345医療法人御勢医院　理御勢　久平 平 3. 7. 1内   呼   胃  診療所
     松原市天美東八丁目２番２９号 常　勤:    1事長　御勢　久平 組織変更 小   放   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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 601448-01509 医療法人　西本耳鼻咽〒580-0016 0723(36)3341医療法人西本耳鼻咽喉西本　力 平 3. 7. 1耳い 診療所
     喉科 松原市上田六丁目７番２６号 常　勤:    1科　理事長　西本　力 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601548-01517 医療法人　吉本眼科 〒580-0043 0723(33)8666医療法人吉本眼科　理吉本　旬 平 3. 7. 1眼   診療所
     松原市阿保一丁目３番１２号　塩常　勤:    1事長　吉本　旬 組織変更 現存
     野ビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601648-01533 江崎眼科 〒580-0032 0723(32)6600江崎　瑛子 江崎　瑛子 平 3. 8. 1眼   診療所
     松原市天美東七丁目７番１４号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601748-01558 青木医院 〒580-0026 0723-31-1210青木　政幸 青木　政幸 平 3.12. 1内   消   外  診療所
     松原市天美我堂一丁目１７番４号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601848-01616 聖和医院 〒580-0023 0723-36-3800新木　薫 新木　薫 平 4. 2. 1内   眼   診療所
     松原市南新町四丁目１２０番地２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 601948-01632 医療法人　山本医院 〒580-0024 0723-31-6234医療法人山本医院　理山本　貞夫 平 5. 1. 1内   小   皮  診療所
     松原市東新町三丁目５番１７－１常　勤:    1事長　山本　貞夫 組織変更 リハ 現存
     １９号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602048-01640 医療法人晴和会　上田〒580-0015 072-330-5525医療法人晴和会　理事上田　航平 平 5. 7. 1内   外   リハ診療所
     診療所 松原市新堂三丁目５番１２号 常　勤:    1長　上田　航平 組織変更 放   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602148-01665 医療法人　鵜山耳鼻咽〒580-0016 072-335-2105医療法人鵜山耳鼻咽喉鵜山　太一 平 5. 7. 1耳い 診療所
     喉科医院 松原市上田三丁目６番１号 常　勤:    2科医院　理事長　鵜山 移転 現存
     (医       2)　太一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602248-01673 片平内科 〒580-0033 0723-32-3687片平　克俊 片平　克俊 平 5. 9. 1内   小   診療所
     松原市天美南二丁目８３番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602348-01681 医療法人石田会　石田〒580-0005 072-330-5570医療法人石田会石田診石田　雅之 平 6. 1. 1外   小   内  診療所
     診療所 松原市別所３丁目１７－２２ 常　勤:    2療所　理事長　石田　 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       2)雅之 平30. 1. 1
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 602448-01723 松本クリニック 〒580-0003 0723-36-7264松本　紳一郎 松本　紳一郎 平 6. 4. 1内   精   神  診療所
     松原市一津屋５－９－５ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602548-01756 山田医院 〒580-0033 0723-31-0463山田　晃久 山田　晃久 平 7. 3. 3内   診療所
     松原市天美南六丁目５番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602648-01780 医療法人千達会　増田〒580-0016 0723-31-9030医療法人　千達会　理増田　達之 平 7. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 松原市上田四丁目４番５号ファミ常　勤:    1事長　増田　達之 組織変更 麻   皮   現存
     ーユ松原１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602748-01814 医療法人宏彩会　李ク〒580-0032 072-330-4663医療法人宏彩会　理事李　利彦 平 8. 7. 1精   神内 内  診療所
     リニック 松原市天美東七丁目２番２７号第常　勤:    1長　李　利彦 組織変更 皮   現存
     ３太喬ビル１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602848-01822 医療法人　慈奨会　い〒580-0043 072-335-4043医療法人　慈奨会　理石濱　達彦 平 9. 1. 1内   胃   外  診療所
     しはまクリニック 松原市阿保３丁目８番２１号 常　勤:    1事長　石濱　達彦 組織変更 整外 放   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 602948-01848 医療法人　十康会　武〒580-0033 072-332-6162医療法人　十康会　武武田　十四也 平 9. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     田整形外科クリニック松原市天美南二丁目９０番地１エ常　勤:    1田整形外科クリニック 組織変更 現存
     スプレシ－ヴォ天美１階 (医       1)　理事長　武田　十四 平30. 1. 1
     也
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603048-01855 遊づる診療所 〒580-0014 072-335-0110社会福祉法人堺暁福祉山下　裕嗣 平 9. 5. 1内   外   診療所
     松原市岡一丁目１８４－１ 常　勤:    1会　理事長　宮田　速 新規 現存
     (医       1)子 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603148-01863 本吉診療所 〒580-0017 0723-35-8630本 　寛 本 　寛 平 9. 6. 1整外 内   リウ診療所
     松原市柴垣一丁目２４番１２号長常　勤:    1 新規 リハ 現存
     尾マンション１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603248-01871 医療法人光仁幸会　西〒580-0016 072-331-0512医療法人光仁幸会西本西本　関男 平 9. 5. 1一般         9診療所
     本産婦人科 松原市上田三丁目７番２５号 常　勤:    1産婦人科　理事長　西 移転 産婦 現存
     (医       1)本　関男 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603348-01897 医療法人黒岡会　黒岡〒580-0003 0723-30-5272医療法人黒岡会　黒岡黒岡　一仁 平10. 1. 1内   外   消  診療所
     診療所 松原市一津屋一丁目２１番２５号常　勤:    1診療所　理事長　黒岡 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)　一仁 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 603448-01913 医療法人徳洲会　松原〒580-0032 0723-34-3400医療法人徳洲会　理事吉田　毅 平10. 5. 1一般       189病院
     (48-61913 ) 徳洲会病院 松原市天美東七丁目１３番２６号常　勤:   36長　鈴木　隆夫 移転 内   心内 神内現存
     (医      29) 平28. 5. 1呼   気食 消  
     (歯       7) 循   アレ 外  
     非常勤:  132 整外 形外 脳外
     (医     130) 心外 呼外 皮  
     (歯       2) ひ   眼   耳い
     歯   歯外 こう
     リハ 放   婦  
     麻   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603548-01970 西森整形外科医院 〒580-0003 0723-39-0022西森　清之 西森　清之 平11. 8. 1整外 リハ 外  診療所
     松原市一津屋五丁目１番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603648-02002 医療法人　清水医院 〒580-0043 072-331-0705医療法人　清水医院　清水　良祐 平12. 1. 1内   胃   こう診療所
     松原市阿保三丁目１５番２５号 常　勤:    1理事長　清水　良祐 組織変更 外   麻   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603748-02010 医療法人　香松会　松〒580-0014 072-332-4470医療法人　香松会　理松本　泰仁 平12. 1. 1内   外   皮  診療所
     本医院 松原市岡二丁目１１番２９号 常　勤:    1事長　松本　泰仁 組織変更 小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603848-02051 医療法人邦英会　寺下〒580-0014 072-333-1411医療法人邦英会　理事寺下　英晴 平13. 9. 1一般        72病院
     病院 松原市岡七丁目１９１番地の１ 常　勤:    3長　寺下　英晴 組織変更 内   外   小  現存
     (医       2) 平25. 9. 1整外 
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 603948-02085 にしやまクリニック 〒580-0021 072-338-2480西山　公一郎 西山　公一郎 平14. 5. 1内   外   胃  診療所
     松原市高見の里三丁目４番３０号常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604048-02135 医療法人榮慎会　池下〒580-0016 0723-38-1682医療法人榮慎会　理事池下　榮一 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 松原市上田五丁目８番１７号 常　勤:    1長　池下　榮一 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 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   667 頁

 604148-02143 西本内科医院 〒580-0016 072-332-1104西本　儀正 西本　儀正 平15. 4. 1内   診療所
     松原市上田三丁目３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604248-02150 医療法人敬寿会　吉村〒580-0005 072-336-3101医療法人敬寿会　理事髙橋　清武 平15. 7. 1精神       222病院
     病院 松原市別所七丁目５番３号 常　勤:    7長　髙橋　清武 組織変更 精   内   心内現存
     (医       7) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604348-02168 中山内科 〒580-0016 072-331-3040中山　泰徳 中山　泰徳 平15.10. 1内   小   循  診療所
     松原市上田八丁目１６番３７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604448-02200 ふくしまこどもクリニ〒580-0014 072-338-2911福島　強次 福島　強次 平16. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 松原市岡二丁目７番３号セントヒ常　勤:    1 新規 現存
     ルマンション１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604548-02218 寿里苑サラ診療所 〒580-0013 072-337-7555社会福祉法人博光福祉伊藤　浩行 平16. 5. 1内   診療所
     松原市丹南四丁目１７２ 常　勤:    1会　理事長　桐山　博 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604648-02226 阪南中央病院 〒580-0023 072-333-2100社会医療法人　阪南医山枡　誠一 平16. 4. 1一般       235病院
     松原市南新町三丁目３番２８号 常　勤:   40療福祉センター　理事 組織変更 内   外   消  現存
     (医      40)長　中田　成慶 平28. 4. 1整外 精   小  
     非常勤:   84 皮   ひ   産婦
     (医      84) 眼   リハ 放  
     麻   
     外科、消化器外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604748-02234 にしかわクリニック 〒580-0033 072-334-9000西川　正康 西川　正康 平16.11. 1内   胃   こう診療所
     松原市天美南五丁目２０番３０号常　勤:    1 新規 外   皮   整外現存
     (医       1) 平28.11. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 604848-02259 医療法人　ほづみ小児〒580-0026 072-337-1811医療法人ほづみ小児科穗積　正俊 平17. 1. 1小   アレ 内  診療所
     科クリニック 松原市天美我堂四丁目６１番１号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)穗積　正俊 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 604948-02267 医療法人　船井皮膚科〒580-0032 072-330-5500医療法人船井皮膚科　船井　 彦 平17. 1. 1皮   診療所
     松原市天美東七丁目７番２０号 常　勤:    1理事長　船井　 彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605048-02275 医療法人大塚山会　オ〒580-0004 072-330-2600医療法人大塚山会　理淡田　修久 平17. 1. 1一般        12診療所
     ノクリニック 松原市西野々二丁目２番１０号　常　勤:    3事長　淡田　修久 組織変更 内   現存
     メディコビル (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605148-02283 高田泌尿器科 〒580-0016 072-337-0020高田　昌彦 高田　昌彦 平17. 3. 1ひ   内   診療所
     松原市上田二丁目２番２２号松原常　勤:    1 移転 現存
     北駅前ビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605248-02317 みやき整形外科大阪ク〒580-0043 072-337-7170医療法人茜会　理事長味八木　郁雄 平17. 6. 1整外 リハ 診療所
     リニック 松原市阿保三丁目５番１８号 常　勤:    1　味八木　郁雄 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605348-02325 医療法人　琴裕会　市〒580-0016 072-333-3808医療法人　琴裕会　理市丸　琴代 平17. 7. 1内   呼   消  診療所
     丸内科 松原市上田三丁目４番１１号　ペ常　勤:    1事長　市丸　琴代 組織変更 アレ 現存
     ルルＹＴＫ　２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605448-02341 塩見内科ひふ科医院 〒580-0016 072-337-8833塩見　直幸 塩見　直幸 平17. 8. 1内   循   皮  診療所
     松原市上田二丁目２番２２号　松常　勤:    2 新規 現存
     原北駅前ビル１階 (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605548-02366 西田耳鼻咽喉科 〒580-0021 072-338-3341西田　尚司 西田　尚司 平18. 1. 1耳い アレ 診療所
     松原市高見の里三丁目１２番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605648-02374 医療法人　岡田眼科 〒580-0016 072-330-4611医療法人　岡田眼科　岡田　安司 平18. 1. 1眼   診療所
     松原市上田三丁目４番８号ロイヤ常　勤:    1理事長　岡田　安司 組織変更 現存
     ルアネックス２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605748-02390 医療法人　弘仁会　可〒580-0044 072-335-1112医療法人　弘仁会　理可児　弘行 平18. 3. 1放   内   診療所
     児放射線科 松原市田井城一丁目１４５番９号常　勤:    1事長　可兒　弘行 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 605848-02424 うえだクリニック 〒580-0043 072-337-9000上田　勝弘 上田　勝弘 平18. 9. 1脳外 内   診療所
     松原市阿保一丁目４番１２号コー常　勤:    1 新規 現存
     ポイン松原１階 (医       1) 平24. 9. 1
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 605948-02440 医療法人　宮髙医院 〒580-0042 072-336-7933医療法人宮髙医院　理宮髙　昌 平19. 4. 1内   循   皮  診療所
     松原市松ケ丘三丁目３番１８号 常　勤:    2事長　宮髙　昌 移転 リハ 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606048-02457 医療法人　西山整形外〒580-0016 072-321-8350医療法人西山整形外科 山　茂晴 平19. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科 松原市上田二丁目２番２２号　松常　勤:    1　理事長　西山　茂晴 組織変更 内   現存
     原北駅前ビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606148-02465 医療法人　うえの整形〒580-0032 072-337-2580医療法人うえの整形外上野　憲司 平19. 7. 1整外 リハ 診療所
     外科クリニック 松原市天美東七丁目７番７号ロイ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ヤルコート天美３階 (医       1)　上野　憲司 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606248-02499 木下整形外科医院 〒580-0023 072-336-0381木下　裕介 木下　裕介 平20. 4. 1整外 リハ 診療所
     松原市南新町五丁目１番３５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606348-02507 医療法人　中原耳鼻咽〒580-0043 072-331-0465医療法人中原耳鼻咽喉中原　勇人 平20. 5. 1耳い 診療所
     喉科 松原市阿保三丁目４番２９号 常　勤:    1科　理事長　中原　勇 移転 現存
     (医       1)人 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606448-02515 きただ女性クリニック〒580-0026 072-334-9116北田　衣代 北田　衣代 平20. 7. 1産婦 診療所
     松原市天美我堂三丁目２６１番５常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606548-02531 益海医院 〒580-0023 072-331-0367益海　信一朗 益海　信一朗 平20. 7. 1内   小   皮  診療所
     松原市南新町一丁目１０番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606648-02556 医療法人　ヒフ科クリ〒580-0016 072-330-5743医療法人ヒフ科クリニリンド　知子 平20. 7. 1皮   診療所
     ニックいつみ 松原市上田三丁目１番１３号サン常　勤:    1ックいつみ　理事長　 組織変更 現存
     ライズビル２階 (医       1)リンド　知子 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606748-02564 高橋眼科 〒580-0005 072-338-8111髙橋　健一郎 髙橋　健一郎 平21. 4. 1眼   診療所
     松原市別所三丁目１７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 606848-02572 田中眼科 〒580-0043 072-339-5455田中　史恵 田中　史恵 平21. 5. 1眼   診療所
     松原市阿保三丁目５番２５号中西常　勤:    1 新規 現存
     第２ビルＦ号 (医       1) 平27. 5. 1
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 606948-02614 やの耳鼻咽喉科 〒580-0024 072-339-3387矢野　純也 矢野　純也 平22. 2. 1耳い アレ 診療所
     松原市東新町三丁目５番１７号松常　勤:    1 新規 現存
     原アーバンコンフォート１１４号(医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607048-02622 医療法人創仁会　阿部〒580-0032 072-334-0301医療法人創仁会　理事阿部　良人 平22. 1. 1一般        10診療所
     産婦人科 松原市天美東六丁目１１番２号 常　勤:    1長　阿部　良人 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607148-02630 医療法人　たなか内科〒580-0021 072-338-6338医療法人　たなか内科田中　裕之 平22. 7. 1内   リハ 診療所
     松原市高見の里四丁目８番３１号常　勤:    1　理事長　田中　裕之 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607248-02697 医療法人　優正会　森〒580-0023 072-331-0430医療法人　優正会　理森村　正嗣 平25. 1. 1内   小   消  診療所
     村医院 松原市南新町１丁目１１番２７号常　勤:    1事長　森村　正嗣 組織変更 循   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607348-02713 医療法人社団秀博会　〒580-0024 072-334-1992医療法人社団　秀博会田中　勝喜 平25. 4. 1内   整外 外  診療所
     マサキクリニック 松原市東新町四丁目１１番２号１常　勤:    2　理事長　田中　勝喜 組織変更 心内 精   現存
     ０３号 (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607448-02721 医療法人　伯雪会　は〒580-0013 072-336-7711医療法人　伯雪会　理伯井　俊彦 平25. 7. 1内   消   小  診療所
     くいクリニック 松原市丹南４丁目１６９番地の２常　勤:    1事長　伯井　俊彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607548-02739 にしの皮フ科・アレル〒580-0021 072-284-8111西野　洋 西野　洋 平25.10. 1皮   アレ 診療所
     ギー科クリニック 松原市高見の里４丁目２－１７Ｍ常　勤:    1 新規 現存
     ＆Ｉビル２Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607648-02747 井上整形外科・胃腸内〒580-0044 072-334-5050井上　豪 井上　豪 平25.11. 1整外 胃   内  診療所
     科クリニック 松原市田井城１－１－１ 常　勤:    1 新規 リハ リウ 外  現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607748-02754 竹田耳鼻咽喉科 〒580-0014 072-332-8118山口　浩子 山口　浩子 平25.11. 1耳い 内   小  診療所
     松原市岡３丁目４－６ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 607848-02762 医療法人隆帆会　梶本〒580-0016 072-330-3007医療法人隆帆会　理事梶本　隆哉 平27. 1. 1精   心内 診療所
     こころのクリニック 松原市上田３丁目１番１３号サン常　勤:    1長　梶本　隆哉 組織変更 現存
     ライズビル４階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 607948-02770 社会福祉法人聖徳会　〒580-0043 072-337-8821社会福祉法人聖徳会　橋本　篤孝 平27. 6. 1内   精   リハ診療所
     クリニックいわた 松原市阿保３丁目４番３１号 常　勤:    1理事長　岩田　敏郎 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608048-02788 医療法人妻谷会　妻谷〒580-0041 072-338-5577医療法人妻谷会　理事妻谷　憲一 平27. 7. 1ひ   内   診療所
     クリニック 松原市三宅東４丁目１６７４番地常　勤:    1長　妻谷　憲一 組織変更 現存
     １ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608148-02804 森山眼科 〒580-0021 072-334-1115藤井　明子 藤井　明子 平28. 6. 1眼   診療所
     松原市高見の里４丁目２番２０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608248-02812 医療法人清清会　清田〒580-0004 072-338-3177医療法人清清会　理事清田　敦彦 平28. 9. 1ひ   内   診療所
     クリニック 松原市西野々一丁目１番１号 常　勤:    1長　清田　敦彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608348-02820 医療法人契成会　ひの〒580-0032 072-337-8186医療法人契成会　理事 上　泰成 平28.10.12眼   診療所
     うえ眼科 松原市天美東八丁目１番２３号 常　勤:    2長　 上　泰成 移転 現存
     (医       2) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608448-02838 いわくら内科クリニッ〒580-0042 072-332-4477岩倉　研二 岩倉　研二 平28.12. 1内   消   胃  診療所
     ク 松原市松ケ丘１丁目６番２５号 常　勤:    1 継承 小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608548-02846 社会福祉法人松風福祉〒580-0023 072-330-6501社会福祉法人松風福祉藤野　久武 平29. 4. 1内   診療所
     会　きらきら診療所 松原市南新町二丁目４番２８号 常　勤:    1会　理事長　髙橋　定 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 608648-02853 医療法人敬寿会　杉山〒580-0043 072-331-3077医療法人敬寿会　理事杉山　秀大 平29. 9. 1精   心内 内  診療所
     クリニック 松原市阿保三丁目６番２２号 常　勤:    1長　髙橋　清武 継承 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608748-02861 医療法人徳洲会　松原〒580-0043 072-331-4161医療法人徳洲会　理事木野　 文 平29. 9. 1一般        60病院
     中央病院 松原市阿保一丁目２番３２号 常　勤:    2長　鈴木　隆夫 継承 内   循   消  現存
     (医       2) 平29. 9. 1外   こう 整外
     非常勤:   12 脳外 皮   耳い
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608848-02879 たかはし形成外科・美〒580-0016 072-335-3000髙橋　猛 髙橋　猛 平30. 4. 1形外 診療所
     容外科 松原市上田３丁目６－１ゆめニテ常　勤:    1 新規 現存
     ィまつばら２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 608948-02887 医療法人ＯＳＴ　伊藤〒580-0016 072-332-0045医療法人ＯＳＴ　理事伊藤　陽一 平30. 3. 1一般 診療所
     クリニック 松原市上田一丁目１０番１２号 常　勤:    2長　伊藤　陽一 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平30. 3. 1整外 内   リウ
     非常勤:    5 リハ 麻   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609048-02895 どいこころのクリニッ〒580-0016 072-333-3301土井　敏治 土井　敏治 平30. 5. 1心内 精   診療所
     ク 松原市上田２丁目６番１６号上西常　勤:    1 新規 現存
     松原駅前ビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609149-00483 一般財団法人成研会　〒584-0055 0721-34-1101一般財団法人　成研会真木　修一 昭44.10. 1療養        60病院
     (49-60483 ) 結のぞみ病院 富田林市伏見堂９５ 常　勤:    6　理事長　利森　幸子 組織変更 精神       352現存
     (医       6) 平29.10. 1内   精   神  
     非常勤:   12 リハ 心内 歯  
     (医       9)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609249-00855 富田林田中病院 〒584-0006 07212-5-5510田中　寿夫 田中　寿夫 昭57. 7. 1療養        30病院
     富田林市旭ケ丘町９５８ 常　勤:    3 組織変更 内   胃   外  現存
     (医       3) 平24. 7. 1整外 麻   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609349-00954 医療法人美輝会　馬場〒584-0068 0721-25-1470医療法人美輝会　理事馬場　昌輝 昭62. 1. 1内   診療所
     クリニック 富田林市錦織中一丁目１９番１８常　勤:    1長　馬場　昌輝 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 609449-00988 医療法人正清会　金剛〒584-0031 0721-25-3113医療法人正清会　理事赤松　幹一郎 昭62. 4. 1一般        30病院
     病院 富田林市寿町一丁目６番１０号 常　勤:    3長　赤松　幹一郎 組織変更 療養        30現存
     (医       3) 平29. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   12 リハ こう 神内
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609549-01002 四天王寺悲田富田林苑〒584-0082 0721-29-0320社会福祉法人四天王寺山野　恒一 昭63. 9. 1小   神内 診療所
     富田林市向陽台一丁目３番２０号常　勤:    1福祉事業団　理事長　 新規 現存
     (医       1)瀧藤　尊淳 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609649-01010 医療法人柏友会　柏友〒584-0086 0721-28-0015医療法人柏友会　理事道籏　巖 平元. 3. 1内   透析 放  診療所
     クリニック 富田林市津々山台三丁目１番７号常　勤:    2長　由良　高文 新規 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609749-01051 医療法人一正会　中内〒584-0033 0721-25-2778医療法人一正会　理事中内　正海 昭51. 4. 1眼   診療所
     眼科 富田林市富田林町２１番２８号 常　勤:    2長　中内　正海 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609849-01085 たけい産婦人科クリニ〒584-0071 0721-28-4103竹井　啓裕 竹井　啓裕 平元. 7. 1産婦 診療所
     ック 富田林市藤沢台一丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 609949-01150 医療法人　明石整形外〒584-0073 0721-28-3123医療法人明石整形外科明石　健一 平 2. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     科クリニック 富田林市寺池台一丁目１４番２６常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)明石　健一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610049-01168 医療法人　江村医院 〒584-0031 0721-23-2006医療法人江村医院　理江村　正信 平 2. 7. 1内   小   皮  診療所
     富田林市寿町二丁目３番２号 常　勤:    1事長　江村　正信 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610149-01176 斎藤皮膚科 〒584-0032 0721-24-3227斎藤　隆 斎藤　隆 平 2. 7. 1皮   診療所
     富田林市常盤町３番１７号リベル常　勤:    1 新規 現存
     テビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610249-01218 中尾クリニック 〒584-0072 0721-28-1123中尾　稀一 中尾　稀一 平 2.12. 1外   胃   リハ診療所
     富田林市高辺台一丁目１１番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
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 610349-01226 医療法人　同愛会　新〒584-0024 0721(23)3068医療法人同愛会　理事村田　清高 平 3. 4. 1内   眼   整外診療所
     堂診療所 富田林市若松町一丁目１９番１０常　勤:    2長　村田　清高 新規 現存
     号 (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610449-01234 植野外科・整形 〒584-0071 0721-28-6770植野　洋 植野　洋 平 3. 6. 1外   整外 診療所
     富田林市藤沢台１－４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610549-01242 医療法人　遠山内科医〒584-0025 0721(25)8700医療法人遠山内科医院遠山　佳樹 平 3. 7. 1内   診療所
     院 富田林市若松町西三丁目１５９８常　勤:    1　理事長　遠山　佳樹 組織変更 現存
     番地の１ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610649-01259 ふじわら内科クリニッ〒584-0073 0721-28-5600藤原　誠 藤原　誠 平 3.10. 1内   循   アレ診療所
     ク 富田林市寺池台一丁目１２番１６常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610749-01267 森井内科 〒584-0063 0721-26-3710森井　茂夫 森井　茂夫 平 4. 4. 1内   小   診療所
     富田林市錦織南１－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610849-01275 堀野医院 〒584-0033 0721-23-3013堀野　俊男 堀野　俊男 平 4. 3.30胃   外   診療所
     富田林市富田林町２９番１２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 610949-01283 医療法人　ますだ医院〒584-0001 0721-25-4116医療法人ますだ医院　益田　耕吉 平 5. 1. 1内   小   診療所
     富田林市梅の里四丁目９番５号 常　勤:    1理事長　益田　耕吉 組織変更 休止
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611049-01309 医療法人　 本医院 〒584-0083 0721-29-2315医療法人藏本医院　理藏本　照雄 平 5. 7. 1内   小   リハ診療所
     富田林市小金台二丁目２番３号 常　勤:    1事長　藏本　照雄 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611149-01341 医療法人　藤岡医院 〒584-0093 0721(23)2019医療法人藤岡医院　理藤岡　洋 平 6. 1. 1内   小   呼  診療所
     富田林市本町１９番９号 常　勤:    2事長　藤岡　長洋 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611249-01366 青山整形外科 〒584-0025 0721-25-8118青山　賢治 青山　賢治 平 6. 6. 1整外 診療所
     富田林市若松町西１－１８４１－常　勤:    2 新規 現存
     １アジア商事ビル１階 (医       1) 平30. 6. 1
     (薬       1)
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 611349-01408 医療法人昭仁会　小川〒584-0036 0721-24-8686医療法人昭仁会　理事 藤　竹仁 平 7. 1. 1一般        19診療所
     外科 富田林市甲田三丁目１０番２号 常　勤:    2長　小川　智永 組織変更 外   消   こう現存
     (医       2) 平28. 1. 1整外 耳い 眼  
     非常勤:   13 リハ 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611449-01432 ますみ小児科 〒584-0083 0721-28-5341益海　利惠 益海　利惠 平 7. 4. 1小   診療所
     富田林市小金台三丁目３番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611549-01457 坂口医院 〒584-0072 0721-28-8891坂口　隆啓 坂口　隆啓 平 7.12. 1内   胃   リハ診療所
     富田林市高辺台二丁目６番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611649-01507 医療法人　中平医院 〒584-0025 0721-26-1658医療法人　中平医院　中平　雄二 平 9. 1. 1内   リハ 診療所
     富田林市若松町西一丁目１８４５常　勤:    1理事長　中平　雄二 組織変更 現存
     番地の３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611749-01515 山村クリニック 〒584-0005 0721-25-1877山村　治史 山村　治史 平 9. 2. 1外   胃   リハ診療所
     富田林市喜志町三丁目５番２号２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611849-01523 とやま整形外科クリニ〒584-0005 0721-24-9990外山　幸正 外山　幸正 平 9. 4. 1整外 麻   リハ診療所
     ック 富田林市喜志町三丁目１０番１０常　勤:    1 新規 リウ 内   現存
     号旭ビル１階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 611949-01531 医療法人　中村医院分〒584-0006 0721-25-8496医療法人中村医院　理中村　紀孔 平 9. 5. 1眼   診療所
     院 富田林市旭ケ丘町６番２０号 常　勤:    2事長　中村　紀孔 移転 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612049-01549 医療法人　上野医院 〒584-0049 0721-33-6453医療法人上野医院　理上野　克己 平 9. 7. 1内   小   診療所
     富田林市川向町２番１６号 常　勤:    1事長　上野　克己 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612149-01580 社会福祉法人柳生会　〒584-0046 0721-34-8616社会福祉法人柳生会　藤岡　洋 平10. 5. 1内   診療所
     柳生会診療所 富田林市東板持町一丁目３番３３常　勤:    1理事長　柳本　紀子 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612249-01598 花園クリニック 〒584-0086 0721-29-8900松本　博城 松本　博城 平10. 6. 1内   外   リハ診療所
     富田林市津々山台五丁目５番６号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 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   676 頁

 612349-01606 医療法人　今城クリニ〒584-0082 0721-29-0701医療法人今城クリニッ今城　保定 平10. 5. 1内   小   リハ診療所
     ック 富田林市向陽台一丁目４番１７号常　勤:    1ク　理事長　今城　保 移転 現存
     (医       1)定 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612449-01614 医療法人　ふじおか小〒584-0074 0721-28-8671医療法人　ふじおか小藤岡　雅司 平10. 7. 1小   診療所
     児科 富田林市久野喜台二丁目１５番２常　勤:    1児科　理事長　藤岡　 組織変更 現存
     ６号 (医       1)雅司 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612549-01648 錦織荘診療所 〒584-0069 0721-26-1187社会福祉法人　富美和上野　克己 平11. 5. 1内   精   診療所
     富田林市錦織東三丁目４番１８号常　勤:    1会　理事長　松本　四 新規 現存
     (医       1)郎 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612649-01663 奥山診療所 〒584-0024 0721-20-3222奥山　佳史 奥山　佳史 平11. 7. 1呼   消   診療所
     富田林市若松町二丁目４番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612749-01671 なかじまこどもクリニ〒584-0086 0721-40-2501中嶋　達郎 中嶋　達郎 平11. 9. 1小   診療所
     ック 富田林市津々山台二丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     －１０２ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612849-01705 松浦内科・循環器科 〒584-0021 0721-20-1313松浦　 松浦　 平12. 1. 1内   循   診療所
     富田林市中野町一丁目１０９番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 612949-01713 まつおか眼科クリニッ〒584-0021 0721-20-1321松岡　久美子 松岡　久美子 平12. 6. 1眼   診療所
     ク 富田林市中野町二丁目５２１番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613049-01721 医療法人　うえむらク〒584-0074 0721-29-5500医療法人　うえむらク植村　匡志 平12. 7. 1ひ   診療所
     リニック 富田林市久野喜台二丁目１５番２常　勤:    1リニック　理事長　植 組織変更 現存
     ０号 (医       1)村　匡志 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613149-01739 いりふね耳鼻咽喉科 〒584-0093 0721-20-0871入船　盛弘 入船　盛弘 平12. 8. 1耳い 診療所
     富田林市本町１７番５号田中ビル常　勤:    1 新規 現存
     １階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613249-01762 くにさだ医院 〒584-0005 0721-24-0330医療法人富喜会　理事國定　慶太 平13. 1. 1内   診療所
     富田林市喜志町三丁目７番５号藤常　勤:    1長　國定　慶太 組織変更 現存
     和喜志ハイタウン１階 (医       1) 平25. 1. 1
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 613349-01788 社会福祉法人　四天王〒584-0082 0721-29-0836社会福祉法人　四天王塩川　智司 平13. 5. 1一般       100病院
     (49-61788 ) 寺福祉事業団　四天王富田林市向陽台一丁目３番２１号常　勤:    6寺福祉事業団　理事長 新規 小   内   歯  現存
     寺和らぎ苑 (医       4)　瀧藤　尊淳 平25. 5. 1
     (歯       2)
     非常勤:    9
     (医       8)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613449-01804 医療法人　おおたクリ〒584-0073 0721-29-8825医療法人　おおたクリ太田　励 平14. 1. 1内   胃   リハ診療所
     ニック 富田林市寺池台二丁目５番２０号常　勤:    2ニック　理事長　太田 組織変更 現存
     (医       2)　励 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613549-01812 医療法人誠樹会　宮田〒584-0083 0721-29-2387医療法人誠樹会　理事宮田　重樹 平14. 1. 1整外 耳い リハ診療所
     医院 富田林市小金台一丁目１１番２６常　勤:    2長　宮田　重樹 組織変更 現存
     号 (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613649-01820 医療法人大槻会　大槻〒584-0042 0721-24-1581医療法人大槻会　理事大槻　登志子 平14. 1. 1内   循   診療所
     医院　大伴診療所 富田林市北大伴町一丁目３番２６常　勤:    1長　大槻　登志子 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613749-01838 医療法人澤井産婦人科〒584-0005 0721-26-3001医療法人　澤井産婦人澤井　猛 平14. 1. 1一般        13診療所
     　澤井レディースクリ富田林市喜志町三丁目１番２２号常　勤:    1科　理事長　澤井　猛 組織変更 産   婦   現存
     ニック (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613849-01861 特別養護老人ホームオ〒584-0053 0721-33-0911社会福祉法人オレンジ杉山　 征 平15. 1. 1内   外   整外診療所
     レンジ荘診療所 富田林市大字龍泉８７７番地７８常　勤:    1の会　理事長　豊澤　 新規 現存
     (医       1)孝樹 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 613949-01879 梅の里ホームつじやま〒584-0081 0721-40-1511社会福祉法人いずみ野岡本　光正 平15. 1. 1内   整外 リハ診療所
     診療所 富田林市大字廿山２０番８号 常　勤:    1福祉会　理事長　板原 新規 現存
     (医       1)　克介 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614049-01895 特別養護老人ホーム喜〒584-0005 0721-26-0056社会福祉法人成和会　河村　正生 平15. 3. 1内   診療所
     志菊水苑付属診療所 富田林市喜志町三丁目１番３３号常　勤:    1理事長　三木　義弘 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 614149-01911 ほりうちクリニック 〒584-0073 0721-40-1110堀内　康生 堀内　康生 平15. 5. 1小   診療所
     富田林市寺池台一丁目９番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614249-01929 楠田皮フ科クリニック〒584-0073 0721-28-1116楠田　茂 楠田　茂 平15. 5. 1皮   診療所
     富田林市寺池台一丁目１９番３２常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614349-01937 医療法人　岡本内科ク〒584-0082 0721-28-2873医療法人岡本内科クリ岡本　栄 平15. 7. 1内   循   診療所
     リニック 富田林市向陽台二丁目１６番３５常　勤:    1ニック　理事長　岡本 組織変更 現存
     号 (医       1)　栄 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614449-01945 医療法人幸信会　おお〒584-0024 0721-25-2700医療法人幸信会　理事大鹿　幸信 平15. 7. 1内   消   診療所
     しか医院 富田林市若松町一丁目３番１７号常　勤:    1長　大鹿　幸信 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614549-01952 みなみうら小児科 〒584-0014 0721-23-8806南浦　保生 南浦　保生 平15. 8. 1小   診療所
     富田林市川面町二丁目３番１２号常　勤:    1 新規 現存
     パレスイイダ１階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614649-01960 医療法人祐青会　尾崎〒584-0005 0721-24-0024医療法人祐青会　理事尾﨑　祐吉 平15. 9.15ひ   皮   内  診療所
     クリニック 富田林市喜志町三丁目１３番１０常　勤:    1長　尾﨑　祐吉 移転 現存
     号 (医       1) 平27. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614749-01994 医療法人　三木眼科 〒584-0082 0721-40-2204医療法人三木眼科　理三木　正毅 平17. 1. 1眼   診療所
     富田林市向陽台二丁目２番１７号常　勤:    1事長　三木　正毅 組織変更 現存
     金剛東メディカルセンター１階南(医       1) 平29. 1. 1
     側 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614849-02000 橋本医院 〒584-0036 0721-28-0787二宮　明子 二宮　明子 平17. 1. 1内   精   診療所
     富田林市甲田四丁目１３番１８号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 614949-02018 濱皮フ科 〒584-0082 0721-29-8186濱　和子 濱　和子 平17. 3. 1皮   診療所
     富田林市向陽台二丁目２番１５号常　勤:    1 新規 現存
     　北波ビル (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 615049-02034 医療法人　宝生会　Ｐ〒584-8585 0721-24-3100医療法人　宝生会　理橋本　清保 平18. 4. 1一般       323病院
     (49-62034 ) Ｌ病院 富田林市大字新堂２２０４番地 常　勤:   77事長　橋本　清保 移転 療養        47現存
     (医      75) 平30. 4. 1内   呼内 循  
     (歯       2) 消   神内 小  
     非常勤:   94 外   整外 産婦
     (医      93) ひ   眼   皮  
     (歯       1) 形外 耳い リハ
     放   精   麻  
     脳外 歯   病理
     小外 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615149-02042 尾多賀医院 〒584-0051 0721(35)1680尾多賀　雅哉 尾多賀　雅哉 平18. 4. 1内   診療所
     富田林市楠風台三丁目３番１１号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615249-02059 奥野クリニック 〒584-0048 0721-33-0058奥野　敦史 奥野　敦史 平18. 7. 1内   消   診療所
     富田林市西板持町七丁目１６番３常　勤:    2 継承 現存
     ５号 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615349-02083 すくよか 〒584-0054 0721-34-2201社会福祉法人大阪府障田中　康博 平19. 4. 1精神       110病院
     (49-62083 ) 富田林市大字甘南備２１６番地 常　勤:    6害者福祉事業団　理事 新規 内   精   循  現存
     (医       6)長　久保田　全孝 平25. 4. 1小   外   整外
     非常勤:   59 婦   耳い リハ
     (医      55) 歯   
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615449-02091 福田クリニック 〒584-0036 0721-20-0017福田　毅 福田　毅 平19. 5. 1小   循   内  診療所
     富田林市甲田四丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615549-02117 医療法人英駿会　斉藤〒584-0074 0721-40-1151医療法人英駿会　理事齊藤　謙介 平19. 7. 1一般 診療所
     ウィメンズクリニック富田林市久野喜台一丁目１７番８常　勤:    1長　齊藤　謙介 組織変更     一般     1現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615649-02133 村田医院 〒584-0076 072-365-6241村田　貴史 村田　貴史 平19. 7. 2内   放   小  診療所
     富田林市青葉丘８番１４号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615749-02141 おかじ心療内科 〒584-0074 0721-28-6503岡地　良龍 岡地　良龍 平19. 9. 1精   皮   心内診療所
     富田林市久野喜台二丁目１４番９常　勤:    1 新規 内   現存
     号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 615849-02174 植島クリニック 〒584-0072 0721-40-1002植島　久雄 植島　久雄 平20. 9. 1内   診療所
     富田林市高辺台一丁目３番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 615949-02216 くぼ内科 〒584-0045 0721-20-1159久保　裕一 久保　裕一 平21. 3. 1内   アレ 診療所
     富田林市山中田町一丁目１９番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616049-02224 金剛団地診療所　児島〒584-0073 0721-29-1406児嶌　晃 児嶌　晃 平21. 9. 1内   小   診療所
     医院 富田林市寺池台一丁目９番７２号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616149-02232 医療法人　山本耳鼻咽〒584-0073 0721-29-1473医療法人山本耳鼻咽喉山本　正宏 平21. 9. 1耳い 診療所
     喉科 富田林市寺池台一丁目９番７２号 科　理事長　山本　正 移転 現存
     金剛団地診療所内 宏 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616249-02257 医療法人友心会　中島〒584-0074 0721-40-1800医療法人友心会　理事中島　啓 平22. 5. 1内   呼内 診療所
     医院 富田林市久野喜台二丁目９番２０常　勤:    1長　中島　啓 移転 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616349-02265 医療法人　善誠会　や〒584-0013 0721-20-0173医療法人　善誠会　理山本　善哉 平22. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     まもと整形外科医院 富田林市桜井町一丁目１番１０号常　勤:    1事長　山本　善哉 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616449-02281 まつしま診療所 〒584-0005 0721-55-3993松島　篤 松島　篤 平22.10. 1精   心内 内  診療所
     富田林市喜志町二丁目１番１１号常　勤:    2 新規 現存
     花りんご１Ｆ (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616549-02299 医療法人　栄滉会　佐〒584-0025 0721-74-5900医療法人　栄滉会　理佐藤　寿樹 平23. 1. 1眼   診療所
     藤眼科 富田林市若松町西二丁目１４０１常　勤:    1事長　佐藤　寿樹 組織変更 現存
     番地５ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616649-02315 医療法人　宝癒会　い〒584-0013 0721-20-1500医療法人　宝癒会　理乾　浩己 平23. 7. 1外   消   診療所
     ぬいクリニック 富田林市桜井町１丁目５番４号 常　勤:    1事長　乾　浩己 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 616749-02331 富田林市立保健センタ〒584-0082 0721-28-5520大阪府富田林市長　多堀野　俊男 平24. 2. 1内   小   歯  診療所
     (49-62331 ) ー 富田林市向陽台一丁目３番３５号常　勤:    1田　利喜 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616849-02349 東條内科 〒584-0031 0721-24-3581東條　正英 東條　正英 平24. 5. 1内   消   診療所
     富田林市寿町２丁目３番１８号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 616949-02356 医療法人　医成会　い〒584-0025 0721-55-3737医療法人　医成会　理石橋　淳子 平24. 7. 1皮   アレ 診療所
     ちはし皮フ科クリニッ富田林市若松町西１丁目１８２６常　勤:    2事長　市橋　かおり 組織変更 現存
     ク 番地１ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617049-02372 チェックアップ健診セ〒584-0025 0721-69-8808上杉　桂明 上杉　桂明 平25. 8. 1内   診療所
     ンター 富田林市若松町西１－１８４１－常　勤:    1 新規 現存
     １アジア商事ビル１階１０６号 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617149-02380 医療法人　山本眼科 〒584-0073 0721-55-3070医療法人　山本眼科　山本　肇 平25. 7. 1眼   診療所
     富田林市寺池台一丁目２０番１８常　勤:    1理事長　山本　肇 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617249-02398 医療法人　もりい内科〒584-0005 0721-26-0035医療法人　もりい内科森井　秀樹 平26. 1. 1内   循   診療所
     クリニック 富田林市喜志町四丁目１０番２８常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)森井　秀樹 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617349-02406 おくひら内科 〒584-0082 0721-40-5568奥平　勝 奥平　勝 平27. 7. 1内   消   診療所
     富田林市向陽台２丁目２番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617449-02414 医療法人南鐐会　中村〒584-0062 0721-55-0217医療法人南鐐会　理事中村　元 平27. 7. 1内   眼   循  診療所
     ・みなみクリニック 富田林市須賀二丁目１８番１８号常　勤:    3長　南　栄子 組織変更 現存
     (医       3) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617549-02422 医療法人志伝会　やま〒584-0082 0721-29-1500医療法人志伝会　理事山田　恭史 平27. 7. 1脳外 神内 リハ診療所
     だ脳神経外科クリニッ富田林市向陽台二丁目１番１０号常　勤:    1長　山田　恭史 組織変更 現存
     ク (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617649-02430 医療法人典彰会　あや〒584-0086 0721-28-1088医療法人典彰会　理事伊藤　彰子 平27. 7. 1婦   産   診療所
     レディースクリニック富田林市津々山台２丁目１０番１常　勤:    1長　伊藤　彰子 組織変更 現存
     －１０１号 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 617749-02448 とねクリニック 〒584-0072 0721-29-0300刀禰　央朗 刀禰　央朗 平28. 5. 1内   循   診療所
     富田林市高辺台二丁目１５－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617849-02463 綾田循環器内科クリニ〒584-0086 0721-26-8120綾田　健士 綾田　健士 平29. 4. 1循   内   診療所
     ック 富田林市津々山台５丁目６－２２常　勤:    2 新規 現存
     コンフォート津々山１０３号 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 617949-02471 森口医院 〒584-0071 0721-28-1200森口　英世 森口　英世 平29. 9. 1内   小   診療所
     富田林市藤沢台５丁目２番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618049-02489 医療法人啓香会　なか〒584-0025 0721-24-2266医療法人啓香会　理事中西　啓文 平30. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     にし整形外科クリニッ富田林市若松町西一丁目１８９３常　勤:    1長　中西　啓文 組織変更 現存
     ク 番地２ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618149-02497 社会福祉法人恩賜財団〒584-0082 0721-29-1121社会福祉法人恩賜財団宮崎　俊一 平30. 4. 1一般       300病院
     大阪府済生会　富田林富田林市向陽台１丁目３番３６号常　勤:   51済生会支部大阪府済生 継承 内   ひ   小  現存
     病院 (医      51)会　支部長　岡上　武 平30. 4. 1外   整外 脳外
     非常勤:   34 眼   耳い 産婦
     (医      34) 放   皮   形外
     循   麻   リハ
     消   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618250-00184 医療法人奥会　奥医院〒577-0834 06-6721-1324医療法人　奥会　理事奥　正之 昭32.10. 1内   消   小  診療所
     東大阪市柏田本町３番８号 常　勤:    1長　奥　正之 新規 外   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618350-00267 米田耳鼻咽喉科医院 〒577-0803 06-6722-5750米田　桂子 米田　桂子 昭41.11. 1耳い 診療所
     東大阪市下小阪一丁目２１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618450-00408 社会福祉法人　竹井病〒577-0056 06-6781-0603社会福祉法人竹井病院竹井　康純 昭32.10. 1療養        21病院
     院 東大阪市長堂一丁目２８番６号 常　勤:    1　理事長　竹井　康純 新規 療養        37現存
     (医       1) 平29.10. 1内   外   整外
     非常勤:   15 皮   リハ こう
     (医      15) 循   
     内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 618550-00721 社会福祉法人天心会　〒577-0809 06-6722-5151社会福祉法人　天心会東　司 昭32.10. 1精神       537病院
     小阪病院 東大阪市永和二丁目７番３０号 常　勤:   18　理事長　東　司 新規 精   神   内  現存
     (医      18) 平29.10. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618650-01232 岡田医院 〒577-0802 06-6722-9080岡田　巖 岡田　巖 昭40.12. 1精   内   診療所
     東大阪市小阪本町二丁目７番１６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618750-01661 医療法人仁風会　牧野〒577-0844 06-6728-6001医療法人　仁風会　理牧野　良彦 昭39. 6.29一般       120病院
     病院 東大阪市太平寺一丁目９番２６号常　勤:    5事長　牧野　良彦 新規 療養        60現存
     (医       5) 平30. 6.29外   内   整外
     非常勤:   23 胃   皮   リハ
     (医      23) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618850-02347 大友医院 〒578-0942 06-6721-8632大友　昌志 大友　昌志 昭37.12. 1内   小   皮  診療所
     東大阪市若江本町一丁目２番地の常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ４３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 618950-02784 財団法人　石切積徳会〒579-8011 0729-81-3125木積　一仁 木積　一郎 昭32. 7.16内   小   放  診療所
     診療所 東大阪市東石切町三丁目２－１４ 新規 現存
     平 8. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619050-02925 中土井医院 〒579-8011 0729-81-3525中土井　勝 中土井　勝 昭36. 3.20内   外   耳い診療所
     東大阪市東石切町１丁目４－９ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619150-02982 三島医院 〒579-8045 0729-81-0320三島　秀記 三島　秀記 昭40. 7. 1内   消   皮  診療所
     東大阪市本町１３番７号 常　勤:    1 新規 リハ 整外 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619250-03022 広瀬医院 〒579-8031 0729-81-4807広瀬　陽二郎 広瀬　陽二郎 昭40. 8. 1内   小   診療所
     東大阪市豊浦町１０番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619350-03246 東條医院 〒577-0058 06-6781-0076東條　純一 東條　純一 昭42. 5. 1一般         5診療所
     東大阪市足代北１－１６－２０ 常　勤:    1 新規 産婦 小   内  現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619450-03485 藤本眼科 〒578-0913 0729-62-0872藤本　蕃 藤本　蕃 昭43. 5. 1眼   診療所
     東大阪市中野一丁目１３番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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 619550-03675 医療法人社団丸山会　〒577-0803 06-6722-7676医療法人社団丸山会　丸山　貴正 昭44. 4. 1一般       126病院
     八戸の里病院 東大阪市下小阪三丁目１６番１４常　勤:    7理事長　丸山　貴資 組織変更 内   外   循  現存
     号 (医       7) 平29. 4. 1整外 脳外 心外
     非常勤:   15 リウ リハ 皮  
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619650-03931 中村耳鼻咽喉科 〒578-0974 06-6745-1427中村　正三 中村　正三 昭45. 6. 1耳い 気食 診療所
     東大阪市鴻池元町８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619750-03956 医療法人　渡辺会　渡〒579-8053 0729-82-2012医療法人　渡辺会　理巽　秀典 昭45. 6. 1療養        75病院
     辺病院 東大阪市四条町５－２ 常　勤:    2事長　渡辺　千絵 組織変更 内   外   整外現存
     (医       2) 平30. 6. 1リハ 放   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619850-04020 永田外科医院 〒577-0056 06(6782)4389永田　輝義 永田　輝義 昭45.10. 1内   胃   外  診療所
     東大阪市長堂３－１３－１９ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 619950-04194 医療法人清和会　なが〒577-0016 06(6744)0111医療法人　清和会　理長原　正幸 昭46. 4. 1一般        48病院
     はら病院 東大阪市長田西四丁目３番１３号常　勤:    4事長　長原　正幸 新規 療養        96現存
     (医       4) 平28. 4. 1外   内   整外
     非常勤:   24 循   消   脳外
     (医      24) ひ   皮   リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620050-04269 肝付医院 〒578-0924 0729-62-6470肝付　兼一郎 肝付　兼一郎 昭46.11. 1内   小   放  診療所
     東大阪市吉田四丁目８番４０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620150-04301 上田整形外科 〒578-0912 0729-61-6612上田　晏弘 上田　晏弘 昭47. 1. 1整外 外   内  診療所
     東大阪市角田一丁目７番１５号 常　勤:    2 新規 皮   リハ 放  現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620250-04459 医療法人大阪恵星会　〒578-0974 06-6745-6762医療法人大阪恵星会　藤本　順子 昭47. 5. 1内   小   外  診療所
     鴻池クリニック 東大阪市鴻池元町１１番２４号 常　勤:    2理事長　藤本　順子 移転 整外 放   現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 620350-05225 特別養護老人ホーム　〒577-0837 06-6729-5033社会福祉法人東寿会　吉村　良之介 昭53.12. 1内   診療所
     イースタンビラ診療所東大阪市寿町一丁目９番３９号 常　勤:    1理事長　野本　喜代子 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620450-05233 フセ眼科 〒577-0831 06-6729-7539大西　洋一郎 大西　洋一郎 昭53.12. 1眼   診療所
     東大阪市俊徳町一丁目６番３５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620550-05241 根川医院 〒577-0807 06(6781)1253根川　泰夫 根川　泰夫 昭54. 1. 1内   小   診療所
     東大阪市菱屋西６－２－２８ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620650-05258 長谷川医院　あかちゃ〒578-0922 072-961-2074長谷川　博規 長谷川　博規 昭54. 1. 1小   内   診療所
     ん・こどもクリニック東大阪市松原１－１５－２１ 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620750-05316 医療法人聖和錦秀会　〒577-0811 06-6721-0344医療法人聖和錦秀会　大西　英周 昭54. 4. 1精神       546病院
     阪本病院 東大阪市西上小阪７番１７号 常　勤:   15理事長　籔本　雅巳 精   神   心内現存
     (医      15) 平30. 4. 1内   
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620850-05357 東大阪市荒本平和診療〒577-0023 06-6787-1571東大阪市荒本平和診療多和　昭雄 昭55. 1. 1内   小   整外診療所
     所 東大阪市荒本二丁目６番２１号 常　勤:    1所運営委員会　委員長 新規 外   放   リハ現存
     (医       1)代行　中田　潔 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 620950-05381 吉田医院 〒577-0057 06(6783)6487吉田　弘 吉田　弘 昭55. 4. 1内   胃   診療所
     東大阪市足代新町１１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621050-05456 医療法人藤井会　みく〒577-0034 06-6787-2508医療法人藤井会　理事藤井　由里 昭55. 6. 1内   外   整外診療所
     りや診療所 東大阪市御厨南二丁目６番３号 常　勤:    2長　藤井　弘史 新規 リハ 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621150-05480 荒川医院 〒577-0849 06-6721-3387荒川　利和 荒川　利和 昭55.10. 1内   胃   循  診療所
     東大阪市三ノ瀬一丁目５番２７号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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 621250-05522 杉木医院 〒578-0976 06-6744-2315杉木　光三郎 杉木　光三郎 昭56. 1. 1内   胃   放  診療所
     東大阪市西鴻池町一丁目７番１号常　勤:    1 新規 休止
     　　　 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621350-05555 藤本皮膚科 〒577-0801 06-6788-9005藤本　吉樹 藤本　吉樹 昭56. 4. 1皮   診療所
     東大阪市小阪二丁目１９番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621450-05571 社会医療法人若弘会　〒579-8056 072-988-1409社会医療法人若弘会　山中　英治 昭56. 4. 1一般       230地域支援
     若草第一病院 東大阪市若草町１番６号 常　勤:   44理事長　川合　弘高 新規 内   呼   消  病院
     (医      44) 平29. 4. 1循   小   外  現存
     非常勤:  114 整外 脳外 ひ  
     (医     113) 婦   耳い リハ
     (歯       1) 放   眼   麻  
     救命 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621550-05613 医療法人河内友紘会　〒578-0954 072-965-0731医療法人　河内友紘会高田　俊明 昭56. 8. 1一般       350病院
     河内総合病院 東大阪市横枕１番３１号 常　勤:   45　理事長　原　孝彦 新規 内   呼   消  現存
     (医      45) 平29. 8. 1循   小   外  
     非常勤:  102 整外 形外 脳外
     (医     102) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   心外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621650-05639 増永医院 〒579-8058 0729-84-1071増永　昭佳 増永　昭佳 昭56. 8. 1皮   ひ   診療所
     東大阪市神田町６番２０号キヨカ常　勤:    1 新規 現存
     ワビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621750-05753 医療生協かわち野生活〒577-0832 06-6727-3131医療生協かわち野生活三橋　亜由美 昭57. 4. 1一般        99病院
     協同組合　東大阪生協東大阪市長瀬町一丁目７番７号 常　勤:   20協同組合　理事長　藤 新規 内   呼内 循  現存
     病院 (医      20)田　昌明 平30. 4. 1消   神内 外  
     非常勤:   22 こう 整外 小  
     (医      22) リハ 放   眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 621850-05779 東大阪市休日急病診療〒578-0947 06-6789-1121東大阪市長　野田　義中西　忍 昭57. 6. 1内   歯   小  診療所
     (50-65779 ) 所 東大阪市西岩田４－４－３８ 常　勤:    5和 現存
     (医       5) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 621950-05787 医療法人藤井会　石切〒579-8026 0729-88-3121医療法人　藤井会　理山本　久美夫 昭57. 7. 1一般       331病院
     生喜病院 東大阪市弥生町１８番２８号 常　勤:  102事長　藤井　弘史 新規 内   呼内 消  現存
     (医     102) 平24. 7. 1循   神内 外  
     非常勤:   72 呼外 心外 整外
     (医      72) 脳外 形外 皮  
     ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   病理 
     内科、消化器内
     科、血液内科、
     循環器内科、消
     化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622050-05829 石部医院 〒579-8021 0729(87)5215石部　武 石部　武 昭57. 9. 1内   診療所
     東大阪市額田町４－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622150-05860 社会福祉法人川福会　〒579-8034 0729(85)7771社会福祉法人川福会　辰己　勝彦 昭57.12. 1内   診療所
     特別養護老人ホーム福東大阪市出雲井本町３番２５号 常　勤:    1理事長　池田　清 新規 現存
     寿苑診療所 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622250-05985 松本クリニック 〒578-0945 06-6723-4103松本　清 松本　清 昭59. 1. 1一般         2診療所
     東大阪市若江北町一丁目１７番１常　勤:    2 新規 内   産婦 現存
     ８号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622350-06009 長田クリニック 〒577-0013 06-6744-2366朝日　輝男 朝日　輝男 昭59. 4. 1内   胃   循  診療所
     東大阪市長田中四丁目１番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622450-06108 永井医院 〒577-0807 06(6723)0123山崎　章子 山崎　章子 昭60. 1. 9内   小   リウ診療所
     東大阪市菱屋西二丁目８番３３号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622550-06181 東大阪市長瀬診療所 〒577-0832 06-6736-3791東大阪市長瀬診療所運新井　賢 昭61. 3. 1内   小   歯  診療所
     (50-66181 ) 東大阪市長瀬町三丁目１番４８号常　勤:    4営委員会　委員長代行 新規 現存
     (医       1)　新井　賢 平28. 3. 1
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622650-06231 竹谷眼科 〒578-0971 06(6744)9477竹谷　正 竹谷　正 昭61. 4. 1眼   診療所
     東大阪市鴻池本町１番１９号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 622750-06249 医療法人恵生会　恵生〒579-8036 0729-82-5101医療法人　恵生会　理前田　三郎 昭61. 4. 1一般        96病院
     会病院 東大阪市鷹殿町２０番２９号 常　勤:   17事長　堀内　真人 組織変更 療養        88現存
     (医      17) 平28. 4. 1内   循   消  
     非常勤:   75 外   整外 小  
     (医      75) ひ   産婦 眼  
     リハ 放   こう
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、消化器外科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622850-06272 米田医院 〒577-0803 06-6723-5665米田　紘一 米田　紘一 昭61. 7. 1内   小   診療所
     東大阪市下小阪一丁目２１番１０常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 622950-06371 医療法人　竹村内科 〒577-0807 06-6725-2225医療法人竹村内科　理竹村　正子 昭62. 1. 1内   胃   循  診療所
     東大阪市菱屋西三丁目４番３２号常　勤:    1事長　竹村　正子 組織変更 小   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623050-06389 医療法人　中村医院 〒577-0822 06-6728-0073医療法人中村医院　理中村　亘夫 昭62. 1. 1内   外   胃  診療所
     東大阪市源氏ケ丘６番３号 常　勤:    1事長　中村　亘夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623150-06405 医療法人　妻鹿整形外〒577-0004 06-6745-4143医療法人妻鹿整形外科妻鹿　良平 昭62. 1. 1一般        15診療所
     科 東大阪市稲田新町二丁目３０番１常　勤:    1　理事長　妻鹿　良平 組織変更 整外 外   リハ現存
     ３号 (医       1) 平29. 1. 1内   皮   放  
     非常勤:    1 リウ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623250-06413 円尾クリニック 〒577-0841 06-6727-6083圓尾　耕一郎 圓尾　耕一郎 昭62. 2. 1ひ   内   診療所
     東大阪市足代一丁目１２番３号東常　勤:    2 新規 現存
     大阪三和東洋ビル４階 (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623350-06462 社会福祉法人秀英会　〒579-8061 0729-87-8090社会福祉法人秀英会　松下　英嗣 昭62. 4. 1内   外   診療所
     特別養護老人ホーム六東大阪市六万寺町一丁目２１番７常　勤:    1理事長　松下　孝 新規 現存
     万寺園診療所 号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 623450-06470 中川医院 〒577-0807 06-6722-1296中川　充文 中川　充文 昭62. 4. 1胃   皮   リハ診療所
     東大阪市菱屋西四丁目９番９号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623550-06637 医療法人長生会　布施〒577-0843 06-6721-0182医療法人　長生会　理市岡　俟 昭62.12. 1一般        35病院
     病院 東大阪市荒川三丁目２６番１２号常　勤:    3事長　渡邊　優 移転 整外 リウ 現存
     (医       3) 平29.12. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623650-06645 八戸の里森口クリニッ〒577-0804 06(6729)2727森口　秀樹 森口　秀樹 昭63. 1. 1内   精   診療所
     ク 東大阪市中小阪五丁目７番１７号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623750-06678 富永クリニック 〒577-0057 06(6781)8877富永　宗近 富永　宗近 昭63. 5. 1内   神内 小  診療所
     東大阪市足代新町２４－２１　布常　勤:    1 新規 放   現存
     施コープⅡ　１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623850-06728 竹村小児科 〒577-0807 06(6725)4130竹村　佐知子 竹村　佐知子 昭63. 9. 1小   診療所
     東大阪市菱屋西三丁目４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 623950-06736 船曳医院 〒577-0807 06(6721)0215船曳　紀之 船曳　紀之 昭63. 9. 1内   診療所
     東大阪市菱屋西一丁目６番１５号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624050-06793 医療法人健正会　岸外〒577-0837 06-6722-2280医療法人健正会　理事岸　耕平 昭64. 1. 1一般    診療所
     科医院 東大阪市寿町三丁目１８番１７号常　勤:    1長　岸　耕平 組織変更 内   外   整外現存
     (医       1) 平28. 1. 1小   呼   消  
     皮   ひ   性  
     放   リハ 循  
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624150-06801 医療法人　黒田クリニ〒577-0841 06-6721-8968医療法人黒田クリニッ黒田　えり子 昭64. 1. 1一般         3診療所
     ック 東大阪市足代三丁目１番１２号 常　勤:    3ク　理事長　黒田　え 組織変更 循   内   麻  現存
     (医       3)り子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624250-06819 医療法人　鈴木診療所〒577-0841 06-6720-3105医療法人鈴木診療所　鈴木　照雄 昭64. 1. 1内   胃   外  診療所
     東大阪市足代三丁目３番７号 常　勤:    1理事長　鈴木　照雄 組織変更 内科、糖尿病外現存
     (医       1) 平28. 1. 1来
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624350-06835 医療法人　梅川医院 〒579-8046 0729-81-2724医療法人梅川医院　理梅川　徳太郎 昭64. 1. 1皮   内   診療所
     東大阪市昭和町２番５号 常　勤:    1事長　梅川　徳太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 624450-06850 医療法人　公文医院 〒578-0976 06-6744-5086医療法人公文医院　理公文　誠子 昭64. 1. 1内   皮   診療所
     東大阪市西鴻池町一丁目７番８号常　勤:    1事長　公文　誠子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624550-06868 医療法人白百合会　白〒578-0931 0729-66-2001医療法人白百合会　理入江　孝延 昭64. 1. 1内   呼   消  診療所
     百合診療所 東大阪市花園東町一丁目１６番４常　勤:    2事長　吉間　英雄 組織変更 循   リハ 現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624650-06876 吉永胃腸クリニック 〒577-0056 06(6781)1055吉永　隆英 吉永　隆英 昭63.12. 1内   胃   循  診療所
     東大阪市長堂二丁目５番１２号 常　勤:    1 移転 小   リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624750-06884 森田医院 〒578-0946 0729(62)1507森田　利男 森田　利男 平元. 3. 1内   循   胃  診療所
     東大阪市瓜生堂一丁目２番１０号常　勤:    1 新規 現存
     グレースマンション１階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624850-06900 津田小児科医院 〒579-8051 0729(87)8307津田　直樹 津田　直樹 平元. 4. 1小   診療所
     東大阪市瓢箪山町４番２６号　ツ常　勤:    1 新規 現存
     インコスモス２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 624950-06926 前田医院 〒577-0013 06(6787)6620前田　利信 前田　利信 平元. 4. 1胃   外   診療所
     東大阪市長田中一丁目３番２０号常　勤:    1 新規 現存
     　メゾン長田１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625050-06983 宮本クリニック 〒577-0818 06-6729-2102宮本　東雨 宮本　東雨 平元. 5. 1胃   外   整外診療所
     東大阪市小若江二丁目１４番１８常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号ギャレ近大前１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625150-07007 医療法人　内田医院 〒577-0809 06-6721-0091医療法人内田医院　理内田　博重 昭61. 2. 1内   循   消  診療所
     東大阪市永和一丁目２６番１３号常　勤:    2事長　内田　博重 継承 皮   放   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625250-07015 医療法人　岡本医院 〒577-0061 06-6781-2051医療法人岡本医院　理岡本　健治 昭61. 9. 1小   内   診療所
     東大阪市森河内西二丁目２０番１常　勤:    2事長　岡本　健治 継承 現存
     ９号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625350-07056 医療法人　前田医院 〒577-0843 06-6727-1133医療法人前田医院　理前田　英雄 昭35. 1. 1一般    診療所
     東大阪市荒川二丁目２７番１８号常　勤:    1事長　前田　英雄 新規 耳い 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625450-07072 医療法人馥郁会　門脇〒579-8058 072-984-0330医療法人馥郁会　理事門脇　弘一 昭38. 7. 1内   放   診療所
     医院 東大阪市神田町３番１１号 常　勤:    2長　門脇　弘一 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
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 625550-07098 医療法人　鎌田医院 〒578-0941 06-6721-8855医療法人鎌田医院　理鎌田　勲昭 昭45. 7. 1内   小   循  診療所
     東大阪市岩田町三丁目８番４号 常　勤:    1事長　鎌田　勲昭 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625650-07106 医療法人　塩路医院 〒578-0904 0729-64-1637医療法人塩路医院　理塩路　清一 昭56. 3. 1内   小   放  診療所
     東大阪市吉原二丁目１１番１４号常　勤:    1事長　塩路　清一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625750-07114 医療法人　長谷川クリ〒578-0976 06-6745-2057医療法人長谷川クリニ長谷川　隆弥 昭49. 4. 1内   小   診療所
     ニック 東大阪市西鴻池町一丁目３番７号常　勤:    2ック　理事長　長谷川 組織変更 現存
     (医       2)　隆弥 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625850-07247 医療法人　岸川医院 〒577-0056 06-6783-1689医療法人岸川医院　理岸川　匡彦 平 2. 1. 1内   胃   外  診療所
     東大阪市長堂一丁目９番１８号 常　勤:    2事長　岸川　匡彦 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 625950-07254 医療法人　近藤医院 〒577-0056 06-6781-9391医療法人近藤医院　理近藤　和秀 平 2. 1. 1ひ   皮   診療所
     東大阪市長堂一丁目２番５号 常　勤:    1事長　近藤　和秀 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626050-07262 医療法人　中尾外科 〒577-0804 06-6732-1111医療法人中尾外科　理中尾　純一 平 2. 1. 1外   内   整外診療所
     東大阪市中小阪一丁目２３番１２常　勤:    1事長　中尾　純一 組織変更 皮   リハ 放  休止
     号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626150-07288 医療法人　山口医院 〒577-0055 06-6781-1492医療法人山口医院　理山口　眞一 平 2. 1. 1整外 リウ 外  診療所
     東大阪市長栄寺２番６号 常　勤:    1事長　山口　眞一 組織変更 内   リハ アレ現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626250-07296 医療法人　松原整形外〒579-8051 0729-81-2365医療法人松原整形外科松原　秀男 平 2. 1. 1整外 診療所
     科 東大阪市瓢箪山町７番３号 常　勤:    3　理事長　松原　秀男 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626350-07346 中川内科クリニック 〒579-8003 0729-82-7714中川　佳己 中川　佳己 平 2. 4. 1内   胃   循  診療所
     東大阪市日下町三丁目５番３０号常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 626450-07387 医療法人　松浦医院 〒579-8041 072-988-0788医療法人松浦医院　理松浦　貴志男 平 2. 4. 1外   内   整外診療所
     東大阪市喜里川町１番２４号 常　勤:    2事長　松浦　貴志男 移転 リハ 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626550-07437 医療法人慈啓会　宮﨑〒577-0824 06-6728-3295医療法人慈啓会宮﨑医宮﨑　昭夫 平 2. 7. 1内   小   耳い診療所
     医院 東大阪市大蓮東五丁目１２番１８常　勤:    1院　理事長　宮﨑　昭 組織変更 放   現存
     号 (医       1)夫 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626650-07460 医療法人　坪倉産婦人〒578-0942 06-6722-8558医療法人坪倉産婦人科坪倉　省吾 平 2. 7. 1一般         7診療所
     科 東大阪市若江本町一丁目３番２２常　勤:    2　理事長　坪倉　修吉 組織変更 産婦 現存
     号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626750-07478 医療法人　中道会　中〒578-0976 06-6746-1146医療法人　中道会　理中井　邦秀 平 2. 7. 1眼   精   心内診療所
     井クリニック 東大阪市西鴻池町二丁目４番２９常　勤:    1事長　中井　邦秀 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626850-07486 医療法人　石田眼科医〒577-0807 06-6721-1244医療法人石田眼科医院石田　幹二 平 2. 7. 1眼   診療所
     院 東大阪市菱屋西一丁目２０番１４常　勤:    1　理事長　石田　幹二 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 626950-07528 大西医院 〒578-0974 06-6745-0716大西　弘通 大西　弘通 平 2.10. 1内   外   リハ診療所
     東大阪市鴻池元町５番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627050-07536 小阪医院 〒577-0802 06-6722-5311小阪　桂植 小阪　桂植 平 2.10. 1内   消   外  診療所
     東大阪市小阪本町一丁目９番１３常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627150-07551 医療法人秀和会　川端〒577-0036 06(6781)1188医療法人秀和会　理事川端　力 平 3. 1. 1内   外   整外診療所
     医院 東大阪市御厨栄町二丁目１３番２常　勤:    2長　川端　力 組織変更 皮   ひ   リウ現存
     ６号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627250-07585 医療法人　笹耳鼻咽喉〒579-8013 072-984-3326医療法人笹耳鼻咽喉科笹　英彦 平 3. 1. 1耳い 診療所
     科 東大阪市西石切町一丁目１１番１常　勤:    1　理事長　笹　英彦 組織変更 現存
     ８号新石切メディカルプラザ２階(医       1) 平30. 1. 1
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 627350-07627 福田クリニック 〒578-0956 0729(66)0500福田　照男 福田　照男 平 3. 2. 1内   胃   放  診療所
     東大阪市横枕西１番１３号Ｋ２　常　勤:    1 新規 現存
     ＫＩＴＡＮＯマンション (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627450-07684 尾池整形外科 〒577-0056 06(6787)1687尾池　洋一郎 尾池　洋一郎 平 3. 4. 1整外 外   リハ診療所
     東大阪市長堂１－２－５クリニッ常　勤:    1 新規 現存
     クセンター布施駅前ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627550-07742 鹿浦診療所 〒579-8011 0729-81-1694鹿浦　陽祐 鹿浦　陽祐 平 3. 6. 1内   リハ 診療所
     東大阪市東石切町四丁目５番１６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627650-07759 近野耳鼻咽喉科 〒577-0056 06(6781)1187近野　憲嗣 近野　憲嗣 平 3. 7. 1耳い 診療所
     東大阪市長堂１－１３－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627750-07791 医療法人　島野耳鼻咽〒577-0802 06-6721-3311医療法人島野耳鼻咽喉島野　宏一 平 3. 9. 1耳い 診療所
     喉科 東大阪市小阪本町一丁目９番６号常　勤:    3科　理事長　島野　宏 移転 現存
     (医       3)一 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627850-07809 医療法人康生会　弥刀〒577-0816 06-6721-2721医療法人　康生会　理金銅　伸彦 平 3. 9. 1療養       107病院
     中央病院 東大阪市友井三丁目２番１３号 常　勤:    2事長　武久　敬洋 移転 内   循   消  現存
     (医       2) 平24. 9. 1リハ 放   
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 627950-07817 医療法人　石崎眼科医〒577-0801 06-6781-9005医療法人石崎眼科医院石崎　孝彦 平 4. 1. 1眼   診療所
     院 東大阪市小阪一丁目２番２２号 常　勤:    2　理事長　石崎　孝彦 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628050-07841 医療法人　横山耳鼻咽〒577-0807 06-6722-1632医療法人横山耳鼻咽喉横山　隆 平 4. 1. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 東大阪市菱屋西二丁目５番１９号常　勤:    1科医院　理事長　横山 組織変更 現存
     (医       1)　隆 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628150-07874 医療法人孝生会　津森〒578-0935 06-6729-6020医療法人孝生会　理事津森　孝生 平 4. 1. 1内   外   リハ診療所
     医院 東大阪市若江東町四丁目２番５号常　勤:    1長　津森　孝生 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628250-07916 山田クリニック 〒578-0935 06-6726-5178山田　英二 山田　英二 平 4. 1. 1内   循   診療所
     東大阪市若江東町三丁目３番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
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 628350-07957 南谷クリニック 〒577-0001 06-6747-2436南谷　 重 南谷　 重 平 4. 5. 1消   外   脳外診療所
     東大阪市徳庵本町１番６号プラー常　勤:    1 新規 現存
     ナ徳庵２階２０１ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628450-08005 医療法人慶仁会　安田〒577-0807 06-6721-0070医療法人慶仁会　理事安田　慶明 平 4. 5. 1内   循   診療所
     医院 東大阪市菱屋西三丁目４番８号 常　勤:    1長　安田　慶明 移転 内科、腎臓内科現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628550-08013 医療法人　竹村医院 〒577-0803 06-6725-3300医療法人竹村医院　理竹村　宏 平 4. 6. 1内   胃   循  診療所
     東大阪市下小阪一丁目２番１５号常　勤:    1事長　竹村　宏 移転 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628650-08021 医療法人　綾仁耳鼻咽〒577-0827 06-6728-8733医療法人綾仁耳鼻咽喉綾仁　信夫 平 4. 7. 1耳い 診療所
     喉科 東大阪市衣摺二丁目２番２３号 常　勤:    1科　理事長　綾仁　信 組織変更 現存
     (医       1)夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628750-08039 医療法人医修会　荒井〒577-0823 06-6721-1920医療法人医修会　理事荒井　隆 平 4. 7. 1内   小   婦  診療所
     医院 東大阪市金岡一丁目１７番７号 常　勤:    2長　荒井　修 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628850-08047 医療法人　石津内科 〒577-0042 06-6789-2828医療法人石津内科　理石津　久左衛門 平 4. 7. 1内   小   皮  診療所
     東大阪市西堤一丁目５番２９号 常　勤:    1事長　石津　久左衛門 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 628950-08096 医療法人　小池診療所〒577-0816 06-6722-3205医療法人小池診療所　小池　尚明 平 5. 1. 1内   皮   診療所
     東大阪市友井二丁目１３番１６号常　勤:    1理事長　小池　尚明 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629050-08153 医療法人　浜川眼科 〒577-0807 06-6730-4761医療法人浜川眼科　理浜川　誠三 平 5. 1. 1眼   診療所
     東大阪市菱屋西二丁目７番１６号常　勤:    1事長　浜川　誠三 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629150-08179 医療法人　森下外科 〒577-0818 06-6724-6163医療法人森下外科　理森下　明彦 平 5. 1. 1外   整外 胃  診療所
     東大阪市小若江三丁目２４番２２常　勤:    1事長　森下　明彦 組織変更 内   現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629250-08187 医療法人　美女平眼科〒579-8013 0729-82-0614医療法人美女平眼科　美女平　一朗 平 5. 1. 1眼   診療所
     東大阪市西石切町一丁目１１番１常　勤:    1理事長　美女平　一朗 組織変更 現存
     ８号新石切メディカルプラザ３階(医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 629350-08195 医療法人　山﨑クリニ〒579-8055 0729-86-5551医療法人山﨑クリニッ濱口　知昭 平 5. 1. 1内   小   神内診療所
     ック 東大阪市末広町３番７号末広グレ常　勤:    1ク　理事長　濱口　知 組織変更 アレ 呼   リハ現存
     ースマンション１階 (医       1)昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629450-08203 医療法人清光会　しお〒578-0941 0729-66-5300医療法人清光会　理事汐見　徹 平 5. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     み整形外科 東大阪市岩田町三丁目１１番１号常　勤:    1長　汐見　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629550-08211 医療法人　豊山クリニ〒578-0937 0729-66-3939医療法人豊山クリニッ豊山　 治 平 5. 1. 1整外 外   リハ診療所
     ック 東大阪市花園本町二丁目８番２６常　勤:    1ク　理事長　豊山　 組織変更 現存
     号中西マンション１階 (医       1)治 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629650-08260 甲田耳鼻咽喉科 〒578-0941 0729-62-8187甲田　嘉彦 甲田　嘉彦 平 5. 5. 1耳い 診療所
     東大阪市岩田町三丁目１０番５号常　勤:    1 新規 現存
     フレッシュシニワ２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629750-08286 医療法人　高岸内科循〒577-0034 06-6788-8984医療法人高岸内科循環高岸　八重子 平 5. 7. 1内   循   診療所
     環器科 東大阪市御厨南二丁目５番３９号常　勤:    1器科　理事長　高岸　 組織変更 現存
     (医       1)八重子 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629850-08328 伊藤内科 〒577-0028 06-6784-2113伊藤　善志通 伊藤　善志通 平 5.10. 1内   診療所
     東大阪市新家西町８番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 629950-08443 小泉内科小児科医院 〒578-0976 06-6744-1310小泉　直人 小泉　直人 平 5.12. 1内   循   小  診療所
     東大阪市西鴻池町二丁目２番１号常　勤:    1 継承 現存
     　 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630050-08468 医療法人　小川クリニ〒579-8051 072-985-3030医療法人小川クリニッ小川　實 平 6. 1. 1内   循   小  診療所
     ック 東大阪市瓢箪山町４番１８号 ク　理事長　小川　實 組織変更 現存
     平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630150-08476 医療法人　佐々木整形〒579-8053 072-986-8288医療法人佐々木整形外佐々木　哲 平 6. 1. 1整外 外   リウ診療所
     外科 東大阪市四条町１番１４号　フォ常　勤:    1科　理事長　佐々木　 組織変更 リハ 現存
     ーチュンコート２階 (医       1)哲 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630250-08484 医療法人　さほり眼科〒578-0942 06(6725)8898医療法人さほり眼科　佐堀　彰彦 平 6. 1. 1眼   診療所
     東大阪市若江本町一丁目１番３５常　勤:    1理事長　佐堀　彰彦 組織変更 現存
     号－１０５号 (医       1) 平30. 1. 1
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 630350-08500 松山耳鼻咽喉科 〒577-0028 06(6784)8871松山　浩吉 松山　浩吉 平 6. 2. 1耳い 診療所
     東大阪市新家西町８番２３号　東常　勤:    1 新規 現存
     大阪Ｍビル２階Ｂ室 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630450-08518 舟橋診療所 〒577-0055 06(6783)1817舟橋　英昭 舟橋　英昭 平 6. 1. 1胃   内   循  診療所
     東大阪市長栄寺２０番１２号 常　勤:    1 移転 外   整外 リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630550-08534 おくち皮膚科医院 〒578-0976 06-6744-7611奥地　敏恵 奥地　敏恵 平 6. 3. 1皮   診療所
     東大阪市西鴻池町１－２－２６森常　勤:    1 移転 現存
     本ビル２階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630650-08567 植田クリニック 〒577-0818 06(6721)5495植田　利雄 植田　利雄 平 6. 6. 1産婦 診療所
     東大阪市小若江２－１－２３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630750-08617 医療法人知行会　森上〒578-0961 06(6746)0555医療法人知行会　理事森上　浩和 平 6. 7. 1内   診療所
     内科糖尿病クリニック東大阪市南鴻池町２－２－１２ 常　勤:    1長　森上　浩和 組織変更 内科、糖尿病内現存
     (医       1) 平24. 7. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630850-08633 秦医院 〒577-0806 06(6725)8267秦　石賢 秦　石賢 平 6. 8. 1内   胃   循  診療所
     東大阪市上小阪２－３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 630950-08666 杉岡医院 〒579-8031 0729(84)9386杉岡　靖 杉岡　靖 平 6. 7. 2内   小   放  診療所
     東大阪市豊浦町１４－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631050-08682 特別養護老人ホーム　〒578-0915 0729-64-0308社会福祉法人　川福会上野　浩 平 6.10. 1内   精   診療所
     みのわの里診療所 東大阪市古箕輪一丁目３番２８号常　勤:    1　理事長　池田　清 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631150-08716 医療法人　小 眼科 〒577-0801 06-6781-2692医療法人小 眼科　理小 　幸彦 平 7. 1. 1眼   診療所
     東大阪市小阪一丁目９番１号－１常　勤:    1事長　小嵜　幸彦 組織変更 休止
     ００小阪第１近鉄ビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 631250-08724 医療法人　東布施辻本〒577-0841 06-6729-1000医療法人東布施辻本ク辻本　士郎 平 7. 1. 1神   精   内  診療所
     クリニック 東大阪市足代三丁目１番７号布施常　勤:    2リニック　理事長　辻 組織変更 現存
     南ビル１階 (医       2)本　士郎 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631350-08740 医療法人　池田小児科〒578-0937 0729-64-0080医療法人池田小児科内池田　武 平 7. 1. 1小   内   診療所
     内科医院 東大阪市花園本町一丁目１１番１常　勤:    1科医院　理事長　池田 組織変更 現存
     ４号 (医       1)　武 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631450-08765 医療法人　西内科胃腸〒578-0941 0729-62-3085医療法人西内科胃腸科西　常男 平 7. 1. 1内   胃   診療所
     科 東大阪市岩田町四丁目５番２１号常　勤:    2　理事長　西　常男 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631550-08773 堀田医院 〒578-0924 0729-64-4332堀田　敦夫 堀田　敦夫 平 7. 1. 1内   外   リハ診療所
     東大阪市吉田一丁目９番８号コス常　勤:    1 新規 現存
     モ中村ビル１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631650-08849 まつさか眼科 〒577-0028 06-6784-8080松坂　有紀 松坂　有紀 平 7. 7. 1眼   診療所
     東大阪市新家西町８番２３号東大常　勤:    1 新規 現存
     阪Ｍビル３階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631750-08948 医療法人真和会　真和〒577-0843 06-6722-8510医療法人真和会　理事晋山　武 平 8. 1. 1整外 外   リハ診療所
     整形外科 東大阪市荒川一丁目５番２４号 常　勤:    1長　晋山　武 組織変更 形外 放   内  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631850-08955 樋口内科クリニック 〒579-8051 0729-81-3526樋口　拓 樋口　拓 平 8. 1. 1内   消   循  診療所
     東大阪市瓢箪山町２番４号 常　勤:    1 継承 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 631950-09037 おくだ内科医院 〒577-0013 06-6787-6055奥田　收 奥田　收 平 8. 5. 1内   循   診療所
     東大阪市長田中一丁目５番１９号常　勤:    2 新規 現存
     　エリスハイム田中１階 (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632050-09052 みのわ整形外科クリニ〒578-0982 072-961-8468箕輪　惠次 箕輪　惠次 平 8. 7. 1整外 内   リウ診療所
     ック 東大阪市吉田本町三丁目４番３号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ＲＥ－１階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 632150-09086 医療法人　三田医院 〒578-0948 072-961-2832医療法人　三田医院　佐野　都志子 平 8. 7. 1内   小   胃  診療所
     東大阪市菱屋東二丁目１４番２７常　勤:    1理事長　佐野　都志子 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632250-09094 医療法人修瑞会　林整〒577-0028 06-6781-2010医療法人　修瑞会　理林　修 平 8. 7. 1整外 リハ 皮  診療所
     形外科 東大阪市新家西町８番２３号東大常　勤:    1事長　林　修 組織変更 現存
     阪Ｍビル１階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632350-09110 生協加納診療所 〒578-0901 0729-65-5885医療生協かわち野生活松村　千之 平 8. 8. 1内   小   診療所
     東大阪市加納三丁目５番地１号 常　勤:    2協同組合　理事長　藤 新規 現存
     (医       2)田　昌明 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632450-09128 医療法人宝持会　池田〒577-0805 06-6721-0151医療法人　宝持会　理早田　敏 平 8. 7. 1一般       139病院
     病院 東大阪市宝持一丁目９番２８号 常　勤:   14事長　池田　秀一 組織変更 療養        60現存
     (医      14) 平29. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   26 消   循   眼  
     (医      26) 皮ひ リハ 麻  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632550-09136 笠原産婦人科医院 〒577-0007 06-6745-6204笠原　幹司 笠原　幹司 平 8. 7.19一般    診療所
     東大阪市稲田本町三丁目１８番２常　勤:    1 継承 産婦 皮   現存
     ３号 (医       1) 平29. 7.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632650-09177 かめかわ医院 〒578-0941 072-962-8998亀川　喜己雄 亀川　喜己雄 平 8.11. 1内   小   リハ診療所
     東大阪市岩田町五丁目６番２５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632750-09227 五島整形外科クリニッ〒579-8048 0729-84-3600五島　淳 五島　淳 平 8.11. 1整外 外   リハ診療所
     ク 東大阪市旭町３番５号 常　勤:    1 移転 リウ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 632850-09235 医療法人　横内内科 〒579-8036 072-986-2780医療法人　横内内科　横内　峻 平 8.12. 1内   循   診療所
     東大阪市鷹殿町２番５号 常　勤:    1理事長　横内　峻 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 632950-09250 医療法人　倫友会　岡〒577-0824 06-6724-4561医療法人　倫友会　理岡本　雅之 平 9. 1. 1内   胃   神内診療所
     本内科医院 東大阪市大蓮東三丁目３番３号 常　勤:    1事長　岡本　雅之 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633050-09268 医療法人　有元会　の〒577-0803 06-6725-8258医療法人　有元会　理熨斗　有 平 9. 1. 1胃   外   リハ診療所
     しクリニック 東大阪市下小阪五丁目１２番８号常　勤:    1事長　熨斗　有 組織変更 現存
     ヴィラ・アルタイル１階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633150-09292 医療法人　枚岡病院 〒579-8034 072-982-1125医療法人　枚岡病院　荒木　良治 平 9. 2. 1一般        98病院
     東大阪市出雲井本町３番２５号 常　勤:    5理事長　石田　雅俊 組織変更 療養       101現存
     (医       4) 平30. 2. 1内   小   外  
     (薬       1) 消   循   整外
     非常勤:   35 眼   皮   ひ  
     (医      35) 放   リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633250-09300 原クリニック 〒577-0842 06-6726-2671原　宏 原　宏 平 9. 4. 1整外 耳い リハ診療所
     東大阪市足代南一丁目２番８号岡常　勤:    2 新規 現存
     島ラインハウス１階 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633350-09359 廣川整形外科 〒577-0835 06-6721-3830広川　容子 広川　容子 平 9. 4. 1整外 リハ 診療所
     東大阪市柏田西一丁目１１番３０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633450-09391 朝川医院 〒577-0025 06-6789-1284朝川　由佳里 朝川　由佳里 平 9. 5. 1皮   アレ 内  診療所
     東大阪市新家３丁目１０番１３号常　勤:    2 新規 消   循   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633550-09417 サンホーム診療所 〒577-0034 06-6787-3733社会福祉法人大阪ＹＭ大間知　健史 平 9. 6. 1内   診療所
     東大阪市御厨南三丁目１番１８号常　勤:    1ＣＡ　理事長　嶌岡　 新規 現存
     (医       1)正明 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633650-09482 たけしま耳鼻咽喉科医〒579-8051 0729-86-3341武嶋　寛剛 武嶋　寛剛 平 9. 9. 1耳い 診療所
     院 東大阪市瓢箪山町３番２０号コス常　勤:    1 新規 現存
     モス瓢箪山２階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633750-09532 医療法人明山会　山村〒577-0823 06-6722-1500医療法人明山会山村眼山村　匡 平 9.11. 1眼   診療所
     眼科医院 東大阪市金岡三丁目２７番２５号常　勤:    2科医院　理事長　山村 移転 現存
     (医       2)　匡 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 633850-09573 医療法人弘代会　もと〒577-0818 06-6722-9070医療法人弘代会　理事許沢　維 平10. 1. 1内   小   循  診療所
     ざわ医院 東大阪市小若江一丁目２４番１１常　勤:    1長　許沢　維 組織変更 リハ 胃   現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633950-09581 医療法人　龍神内科医〒577-0842 06-6730-5737医療法人龍神内科医院龍神　慶 平10. 1. 1内   呼   循  診療所
     院 東大阪市足代南一丁目４番５号 常　勤:    1　理事長　龍神　慶 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634050-09698 社会福祉法人　寿栄会〒577-0055 06-6783-0100社会福祉法人寿栄会　塚本　宗之 平10. 5. 1精   神内 心内診療所
     　レーベンズポルト診東大阪市長栄寺２１番２４号 常　勤:    1理事長　塚本　宗之 新規 現存
     療所 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634150-09706 西村クリニック 〒579-8024 0729-81-4446西村　淸志 西村　淸志 平10. 4. 1ひ   内   診療所
     東大阪市南荘町１番１９号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634250-09714 德野クリニック 〒577-0001 06-6744-0083德野　達也 德野　達也 平10. 6. 1内   外   脳外診療所
     東大阪市徳庵本町３番４号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634350-09730 緑の村の会診療所 〒578-0947 06-6618-1320社会福祉法人緑の村の左谷　新 平10. 6. 1内   診療所
     東大阪市西岩田四丁目４番８２号常　勤:    2会　理事長　西川　藤 新規 現存
     (医       2)子 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634450-09755 医療法人真正会　小阪〒577-0036 06-6787-1182医療法人　真正会　理仲野　孝 平10. 7. 1内   透析 診療所
     イナバ診療所 東大阪市御厨栄町一丁目４番４号常　勤:    1事長　仲野　孝 組織変更 現存
     ＴＴＳセンター４階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634550-09763 医療法人　寺村医院 〒577-0056 06-6781-0524医療法人寺村医院　理恒川　美香子 平10. 7. 1外   婦   内  診療所
     東大阪市長堂一丁目８番３０号 常　勤:    1事長　恒川　美香子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634650-09771 医療法人力松会　中島〒577-0811 06-6736-0848医療法人　力松会　理中島　隆介 平10. 7. 1眼   診療所
     眼科 東大阪市西上小阪６番５８号 常　勤:    1事長　中島　隆介 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 634750-09789 医療法人篠原会　篠原〒578-0941 0729-62-0077医療法人　篠原会　理篠原　康夫 平10. 7. 1内   小   整外診療所
     クリニック 東大阪市岩田町五丁目１７番１０常　勤:    1事長　篠原　康夫 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634850-09797 医療法人双惠会　耳鼻〒578-0901 0729-64-1587医療法人　双惠会　理恒川　惠治 平10. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科恒川医院 東大阪市加納八丁目１番１７号第常　勤:    1事長　恒川　惠治 組織変更 現存
     ２協立コーポ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 634950-09839 とうしんクリニック 〒577-0817 06-6724-7012藤新　重治 藤新　重治 平10. 8. 1整外 内   外  診療所
     東大阪市近江堂二丁目６番４号木常　勤:    1 継承 リウ リハ 現存
     田ビル１階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635050-09854 医療法人慈眼会　小島〒579-8053 0729-80-1177医療法人慈眼会　理事高田　園子 平10.11. 1眼   診療所
     眼科医院分院 東大阪市四条町１番１４号フォー常　勤:    1長　小島　伸介 新規 現存
     チュンコート３階 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635150-09870 妻野医院 〒577-0015 06-6781-2075妻野　京子 妻野　京子 平10. 8.23小   内   皮  診療所
     東大阪市長田二丁目５番２２号 常　勤:    2 継承 形外 美外 現存
     (医       2) 平28. 8.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635250-09896 特別養護老人ホームア〒578-0982 0729-60-6070社会福祉法人由寿会　久下　 平10.12. 1内   診療所
     ーバンケア島之内診療東大阪市吉田本町一丁目１０番１常　勤:    1理事長　由井　直子 新規 現存
     所 ３号 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635350-09904 医療法人中和会　中西〒577-0801 06-6781-6406医療法人中和会　理事中西　忍 平10.11. 1内   消   循  診療所
     医院 東大阪市小阪二丁目４番２３号 常　勤:    3長　中西　忍 移転 リウ リハ 現存
     (医       3) 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635450-09912 医療法人　もりや眼科〒577-0062 06-6789-4688医療法人もりや眼科ク守屋　伸一 平11. 1. 1眼   診療所
     クリニック 東大阪市森河内東一丁目３０番１常　勤:    1リニック　理事長　守 移転 現存
     ５号 (医       1)屋　伸一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 635550-09946 社会福祉法人光風会　〒577-0846 06-6224-5111社会福祉法人光風会　堀田　敦夫 平11. 4. 1内   診療所
     特別養護老人ホームた東大阪市岸田堂北町６番１号 常　勤:    1理事長　牧野　ヒナ子 新規 現存
     ちばなの里診療所 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635650-09961 医療法人弘清会　中辻〒577-0809 06-6721-4925医療法人　弘清会　理池田　玲子 平11. 6. 1眼   診療所
     眼科 東大阪市永和二丁目２番３１号１常　勤:    1事長　池田　玲子 新規 現存
     階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635750-09995 医療法人双璧会　山﨑〒577-0807 06-6721-1677医療法人　双璧会　山山﨑　雅之 平11. 5. 6内   小   放  診療所
     診療所 東大阪市菱屋西一丁目１５番１９常　勤:    2﨑診療所　理事長　山 移転 胃   現存
     号 (医       2)﨑　雅之 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635850-10019 医療法人七翔会　松岡〒577-0807 06-6782-3355医療法人　七翔会　理松岡　貞幸 平11. 7. 1内   外   胃  診療所
     医院 東大阪市菱屋西五丁目１２番地２常　勤:    1事長　松岡　貞幸 組織変更 こう リハ 現存
     ３号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 635950-10043 はく診療所 〒579-8021 0729-80-5890白　永日 白　永日 平11. 8. 1内   放   診療所
     東大阪市額田町８番３号ビルディ常　勤:    1 新規 現存
     ング天風３階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636050-10068 特別養護老人ホーム春〒578-0954 072-960-8555社会福祉法人春光園　金　龍起（金沢龍起）平11. 9. 1内   外   精  診療所
     光園診療所 東大阪市横枕８番３４号 常　勤:    1理事長　梁本　哲司 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636150-10092 社会福祉法人あゆみ会〒578-0943 06-4307-0333社会福祉法人あゆみ会上田　晏弘 平11.11. 1内   診療所
     　アンパス東大阪診療東大阪市若江南町三丁目７番７号常　勤:    1　理事長　松浦　修 新規 現存
     所 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636250-10126 医療法人　力松会　中〒577-0824 06-6726-4611医療法人　力松会　理奥野　恵子 平12. 1. 1眼   診療所
     島眼科分院 東大阪市大蓮東二丁目１９番３６常　勤:    2事長　中島　隆介 新規 現存
     号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636350-10134 医療法人大阪桜十字　〒577-0822 06-6727-1478医療法人大阪桜十字　梶　正博 平12. 1. 1外   消   こう診療所
     梶診療所 東大阪市源氏ケ丘１６番１１号パ常　勤:    1理事長　梶　正博 組織変更 現存
     ークサイド伊藤１階 (医       1) 平30. 1. 1
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 636450-10209 医療法人　正美会　安〒577-0056 06-6781-0441医療法人　正美会　理安藤　憲夫 平12. 4. 1内   外   放  診療所
     藤医院 東大阪市長堂一丁目１１番１２号常　勤:    2事長　安藤　憲夫 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636550-10217 田路医院 〒577-0843 06-6728-3838田路　秀明 田路　秀明 平12. 3. 9産婦 内   小  診療所
     東大阪市荒川一丁目１２番４号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636650-10225 三宅医院 〒577-0054 06-6781-1860三宅　豊 三宅　豊 平12. 4. 1内   循   リハ診療所
     東大阪市高井田元町二丁目６番２常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636750-10233 医療法人　碇眼科医院〒579-8046 072-981-1550医療法人　碇眼科医院碇　昇一郎 平12. 4. 1眼   診療所
     東大阪市昭和町９番１号 常　勤:    1　理事長　碇　昇一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636850-10241 大石クリニック 〒577-0807 06-6724-1012大石　 造 大石　 造 平12. 5. 1整外 リハ 診療所
     東大阪市菱屋西一丁目１５番２１常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 636950-10258 博愛堂醫院 〒577-0841 06-6224-5300岩本　文一 岩本　文一 平12. 7. 1心内 内   精  診療所
     東大阪市足代二丁目１番２３号 常　勤:    1 新規 神   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637050-10266 医療法人　出藍会　大〒577-0843 06-6722-2537医療法人　出藍会　理大熊　浩 平12. 7. 1内   小   循  診療所
     熊内科医院 東大阪市荒川二丁目２２番１号 常　勤:    2事長　大熊　浩 組織変更 消   アレ 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637150-10282 医療法人　南野産婦人〒578-0971 06-6744-1131医療法人　南野産婦人南野　智德 平12. 7. 1産婦 内   小  診療所
     科クリニック 東大阪市鴻池本町６番２６号 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　南野　智德 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637250-10308 医療法人　光仁会　東〒578-0944 06-6736-0775医療法人　光仁会　理東川　光弘 平12. 7. 1内   消   リハ診療所
     川クリニック 東大阪市若江西新町三丁目６番１常　勤:    1事長　東川　光弘 組織変更 リウ 現存
     ７号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637350-10340 医療法人　橋村医院 〒578-0981 0729-65-1400医療法人　橋村医院　橋村　秀親 平12. 8. 1内   消   放  診療所
     東大阪市島之内二丁目１２番３号常　勤:    2理事長　橋村　秀親 移転 リハ 小   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 637450-10373 特別養護老人ホーム　〒577-0004 06-6748-8008社会福祉法人　由寿会大西　敦子 平12.10. 1内   診療所
     アーバンケア稲田診療東大阪市稲田新町一丁目１０番１常　勤:    1　理事長　由井　直子 新規 現存
     所 号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637550-10381 松井ヒフ科 〒577-0841 06-6728-6512松井　喜彦 松井　喜彦 平12.11. 1皮   アレ 診療所
     東大阪市足代一丁目１４番２１号常　勤:    1 新規 現存
     布施丸センター２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637650-10399 医療法人　大平耳鼻咽〒578-0933 0729-61-3387医療法人　大平耳鼻咽大平　真司 平12.10. 1耳い 診療所
     喉科 東大阪市玉串元町二丁目１１番６常　勤:    1喉科　理事長　大平　 移転 現存
     ０号 (医       1)真司 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637750-10415 千寿園クリニック 〒579-8024 0729-83-7300社会福祉法人諭心会　河村　純 平12.12. 1内   外   整外診療所
     東大阪市南荘町１３番３８号 常　勤:    2理事長　山路　孟 新規 皮   リハ 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637850-10423 医療法人清祥会　大間〒577-0056 06-6618-1000医療法人清祥会　理事大間知　祥孝 平13. 1. 1一般         3診療所
     知クリニック 東大阪市長堂二丁目１５番１０号常　勤:    2長　大間知　祥孝 組織変更 外   内   麻  現存
     (医       2) 平25. 1. 1消   こう 皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 637950-10449 医療法人広潤会　竹村〒578-0948 0729-60-7807医療法人広潤会　理事竹村　俊彦 平13. 1. 1小   アレ 診療所
     こどもクリニック 東大阪市菱屋東一丁目１番２６号常　勤:    1長　竹村　俊彦 組織変更 現存
     エスパシオ、クレメンシア１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638050-10456 医療法人総仁会　しの〒577-0034 06-6789-7808医療法人総仁会　理事篠塚　總一 平13. 1. 1内   循   消  診療所
     づか医院 東大阪市御厨南一丁目１番１２号常　勤:    1長　篠塚　總一 組織変更 現存
     ユニティハウス１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638150-10472 医療法人楽浪会　今西〒577-0817 06-6730-7720医療法人楽浪会　理事新免　靖久 平12.12.30内   リハ 診療所
     クリニック 東大阪市近江堂二丁目６番４号木常　勤:    1長　新免　靖久 移転 休止
     田ビル３階 (医       1) 平12.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638250-10548 木村クリニック 〒578-0933 0729-67-6770木村　修二 木村　修二 平13. 4. 1内   消   リハ診療所
     東大阪市玉串元町一丁目２番４１常　勤:    1 新規 現存
     号アプローズⅠ１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638350-10563 西村内科・胃腸科 〒577-0808 06-6730-7400西村　浩 西村　浩 平13. 5. 1内   胃   リハ診療所
     東大阪市横沼町三丁目５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638450-10597 医療法人　大久保小児〒579-8013 0729-84-1118医療法人　大久保小児大久保　芳明 平13. 5. 1小   診療所
     科医院 東大阪市西石切町一丁目１１番２常　勤:    1科医院　理事長　大久 移転 現存
     ０号新石切出口正ビル２階 (医       1)保　芳明 平25. 5. 1
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 638550-10605 医療法人　酒井医院 〒577-0807 06-6729-7715医療法人　酒井医院　酒井　宏純 平13. 7. 1循   呼   内  診療所
     東大阪市菱屋西二丁目７番１６号常　勤:    1理事長　酒井　宏純 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638650-10613 ためながクリニック 〒579-8046 0729-80-7650爲永　一成 爲永　一成 平13. 8. 1心内 精   神  診療所
     東大阪市昭和町５番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638750-10621 森クリニック 〒577-0056 06-6781-0413森　德雄 森　德雄 平13. 6.10内   外   リハ診療所
     東大阪市長堂一丁目３番７号 常　勤:    2 継承 小   現存
     (医       2) 平25. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638850-10639 おりづる内科医院 〒577-0037 06-6782-7273大西　敦子 大西　敦子 平13. 9. 1内   小   診療所
     東大阪市御厨西ノ町一丁目１番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 638950-10647 金沢内科 〒578-0937 0729-63-8855金沢　龍起 金沢　龍起 平13. 9. 1内   胃   アレ診療所
     東大阪市花園本町一丁目７番１１常　勤:    1 新規 現存
     号ＨＡＮＡＺＯＮＯ　ＭＥＤＩＣ(医       1) 平25. 9. 1
     ＡＬ　ＳＱＵＡＲＥ１階１０２号
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639050-10654 山下整形外科 〒578-0937 0729-68-1223山下　敦夫 山下　敦夫 平13. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     東大阪市花園本町一丁目７番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639150-10670 広谷整形外科 〒578-0901 072-871-5060 谷　高志 谷　高志 平13. 7.18整外 内   外  診療所
     東大阪市加納七丁目５番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639250-10688 特別養護老人ホーム布〒579-8004 0729-83-2255社会福祉法人川福会　福田　正春 平13.11. 1内   外   精  診療所
     市福寿苑診療所 東大阪市布市町二丁目１２番２号常　勤:    1理事長　池田　清 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639350-10696 医療法人　三森会　つ〒577-0057 06-6781-2788医療法人　三森会　理露口　隆一 平14. 1. 1内   消   眼  診療所
     ゆぐちクリニック 東大阪市足代新町３番１６号 常　勤:    1事長　露口　隆一 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639450-10704 医療法人隆友会　みぞ〒578-0924 0729-61-8522医療法人隆友会みぞは溝畑　 男 平14. 1. 1整外 リハ 診療所
     はた整形外科 東大阪市吉田六丁目２番５０号　常　勤:    1た整形外科　理事長　 組織変更 現存
     尼信ビル４Ｆ (医       1)溝畑　 男 平26. 1. 1
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 639550-10712 医療法人　切石医院 〒578-0946 0729-62-9062医療法人　切石医院　切石　礼次郎 平14. 1. 1内   外   リハ診療所
     東大阪市瓜生堂一丁目１番１０号常　勤:    1理事長　切石　礼次郎 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639650-10738 医療法人　尾﨑医院 〒578-0941 0729-61-2518医療法人　尾﨑医院　尾崎　元 平14. 1. 1小   内   診療所
     東大阪市岩田町四丁目３番５号 常　勤:    2理事長　尾﨑　元 移転 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639750-10746 医療法人長生会　俊徳〒577-0809 06-6736-6677医療法人長生会　理事渡 　優 平14. 3. 1整外 リハ 診療所
     道クリニック 東大阪市永和一丁目２６番５号 常　勤:    1長　渡辺　優 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639850-10753 医療法人真正会　若江〒578-0941 0729-65-3200医療法人真正会　理事藤井　健 平14. 3. 1内   ひ   診療所
     岩田クリニック 東大阪市岩田町四丁目３番１４号常　勤:    1長　仲野　孝 新規 現存
     希来里２階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 639950-10761 田村皮膚科クリニック〒577-0801 06-6781-7729田村　佳信 田村　佳信 平14. 3. 1皮   診療所
     東大阪市小阪一丁目１１番３号　常　勤:    1 新規 現存
     １３２ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640050-10779 明和診療所 〒577-0807 06-6736-6230大間知　健史 大間知　健史 平14. 3. 1内   診療所
     東大阪市菱屋西三丁目１番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640150-10795 上津クリニック 〒578-0941 0729-61-2115上津　直子 上津　直子 平14. 4. 1皮   アレ 診療所
     東大阪市岩田町四丁目３番１４号常　勤:    1 新規 現存
     ２０１希来里若江岩田２階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640250-10803 成谷整形外科 〒578-0981 0729-68-1136成谷　毅 成谷　毅 平14. 5. 1整外 外   リウ診療所
     東大阪市島之内一丁目７番２６号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640350-10829 医療法人藤井会　藤井〒579-8004 0729-85-3051医療法人藤井会　理事藤井　弘一 平14. 4. 1外   整外 診療所
     外科 東大阪市布市町三丁目６番２１号常　勤:    1長　藤井　弘史 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 640450-10845 医療法人幸佑会　溝畑〒579-8061 0729-85-0032医療法人幸佑会　理事溝畑　茂一 平14. 7. 1整外 外   リハ診療所
     クリニック 東大阪市六万寺町二丁目７番１０常　勤:    1長　溝畑　茂一 組織変更 内   現存
     号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640550-10852 医療法人正孝会　耳鼻〒578-0924 0729-61-4976医療法人正孝会　理事今中　知子 平14. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科あすくクリニッ東大阪市吉田六丁目２番５０号尼常　勤:    1長　今中　知子 組織変更 現存
     ク 信ビル４階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640650-10894 西村クリニック 〒577-0056 06-6618-0506西村　雅一 西村　雅一 平14. 8. 1心内 神   精  診療所
     東大阪市長堂一丁目２番２０号陣常　勤:    1 新規 現存
     内興産ビル５階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640750-10944 すぎやま整形外科 〒579-8003 0729-86-1374杉山　友悦 杉山　友悦 平14.10. 1整外 リハ リウ診療所
     東大阪市日下町三丁目１番５号１常　勤:    1 新規 現存
     ０３号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640850-10951 髙丘医院 〒578-0915 0729-67-0560髙丘　将 髙丘　将 平14.10. 1小   内   皮  診療所
     東大阪市古箕輪一丁目３番４０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 640950-10969 医療法人　展生会　こ〒577-0802 06-6720-3953医療法人　展生会　理小味　克巳 平14.11. 1整外 外   リハ診療所
     み整形外科 東大阪市小阪本町一丁目３番２号常　勤:    1事長　小味　克巳 移転 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641050-10985 医療法人　小川内科 〒577-0001 06-6746-1159医療法人小川内科　理小川　耕司 平15. 1. 1内   消   循  診療所
     東大阪市徳庵本町８番２０号 常　勤:    1事長　小川　耕司 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641150-10993 医療法人正仁会　杉原〒577-0817 06-6722-2000医療法人正仁会　理事杉原　克之 平15. 1. 1小   内   アレ診療所
     小児科 東大阪市近江堂二丁目１０番３９常　勤:    2長　杉原　克之 組織変更 現存
     号 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641250-11025 医療法人育祥会　すざ〒577-0806 06-6720-4095医療法人育祥会　理事須澤　徹之 平15. 1. 1内   小   循  診療所
     わ内科小児科クリニッ東大阪市上小阪二丁目２番１８号常　勤:    1長　須澤　徹之 組織変更 胃   リハ 現存
     ク (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641350-11058 川田メンタルクリニッ〒577-0841 06-6722-2556川田　璋 川田　璋 平15. 6. 1精   心内 診療所
     ク 東大阪市足代一丁目１１番７号 常　勤:    2 新規 休止
     (医       1) 平27. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 641450-11066 つきやま内科 〒578-0925 0729-67-6668築山　順一 築山　順一 平15. 6. 1内   消   診療所
     東大阪市稲葉三丁目１２番３１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641550-11090 医療法人　尾﨑医院内〒578-0941 0729-61-2519医療法人尾﨑医院　理尾﨑　仁 平15. 6. 1内   循   診療所
     科 東大阪市岩田町四丁目３番１３号常　勤:    1事長　尾﨑　元 新規 内科、循環器内現存
     (医       1) 平27. 6. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641650-11116 医療法人あおぞら会　〒577-0802 06-6720-0721医療法人あおぞら会　藤本　伸一 平15. 7. 1内   小   循  診療所
     ふじもとクリニック 東大阪市小阪本町一丁目１１番３常　勤:    1理事長　藤本　伸一 組織変更 現存
     号大槻ビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641750-11157 有本医院 〒577-0849 06-6728-3053有本　佳子 有本　佳子 平15. 6.22小   診療所
     東大阪市三ノ瀬一丁目１０番１４常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平27. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641850-11173 平松医院 〒577-0809 06-6721-0268平松　久典 平松　久典 平15.11. 1内   消   リハ診療所
     東大阪市永和一丁目１番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 641950-11215 なるかわ苑診療所 〒579-8062 0729-86-3680社会福祉法人弘友福祉西川　忍 平16. 2. 1内   リハ 診療所
     東大阪市上六万寺町１３番４０号常　勤:    1会　理事長　古川　靖 新規 現存
     (医       1)明 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642050-11249 ビオスの丘診療所 〒579-8001 0729-86-0003社会福祉法人仁風会　家出　清章 平16. 4. 1内   診療所
     東大阪市善根寺町一丁目５番３１常　勤:    1理事長　谷口　明 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642150-11256 左谷医院 〒577-0826 06-6722-2957左谷　新 左谷　新 平16. 3. 1内   小   循  診療所
     東大阪市大蓮北二丁目１２番１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642250-11264 クリニック　ヴェルデ〒577-0803 06-6727-0030社会福祉法人天心会　丸山　次郎 平16. 5. 1内   消   診療所
     ィ 東大阪市下小阪四丁目７番３６号常　勤:    1理事長　東　司 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642350-11272 青山メンタルクリニッ〒579-8013 0729-82-2250青山　富貴子 青山　富貴子 平16. 5. 1精   心内 診療所
     ク 東大阪市西石切町一丁目１１番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号新石切駅前ビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 642450-11298 西川クリニック 〒579-8038 0729-83-7088西川　忍 西川　忍 平16. 6. 1内   消   放  診療所
     東大阪市箱殿町５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642550-11306 かわばた循環器内科 〒577-0803 06-6730-0170川端　仁 川端　仁 平16. 6. 1循   内   診療所
     東大阪市下小阪一丁目５番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642650-11322 医療法人健翔会　みす〒579-8065 0729-88-6706医療法人健翔会　理事簾　聖壱 平16. 7. 1内   循   診療所
     クリニック 東大阪市新池島町二丁目２１番１常　勤:    1長　簾　聖壱 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642750-11330 医療法人三知会　森本〒578-0954 072-966-8166医療法人三知会　理事佐伯　 雄 平16. 7. 1内   診療所
     記念クリニック 東大阪市横枕１番７号 常　勤:    4長　佐伯　 雄 組織変更 現存
     (医       4) 平28. 7. 1
     非常勤:   68
     (医      68)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642850-11348 医療法人仁慈会　かね〒578-0924 0729-63-4112医療法人仁慈会　理事金友　仁成 平16. 7. 1皮   アレ 診療所
     とも皮フ科クリニック東大阪市吉田六丁目２番５０号尼常　勤:    1長　金友　仁成 組織変更 現存
     信東大阪ビル３階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642950-11371 柏井医院 〒577-0011 06-6746-0011柏井　朗 柏井　朗 平16. 9. 1整外 リハ 内  診療所
     東大阪市荒本北１丁目３番７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０３号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643050-11397 安井クリニック 〒577-0848 06-6721-0001趙　秀一 趙　秀一 平16.10. 1ひ   内   外  診療所
     東大阪市岸田堂西二丁目１番６号常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643150-11405 二永麻酔科クリニック〒577-0801 06-6783-0252二永　英男 二永　英男 平16.11. 1麻   内   診療所
     東大阪市小阪一丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643250-11421 森内科医院 〒578-0931 0729-61-4039森　得祐 森　得祐 平17. 1. 1内   診療所
     東大阪市花園東町一丁目１４番地常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643350-11439 すが医院 〒577-0053 06-6781-0363須賀　一普 須賀　一普 平17. 1. 1外   内   胃  診療所
     東大阪市高井田２７番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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 643450-11454 医療法人緑癒会　福田〒579-8053 0729-80-5585医療法人緑癒会　理事福田　正春 平17. 1. 1消   内   外  診療所
     クリニック 東大阪市四条町１番１４号フォー常　勤:    1長　福田　正春 組織変更 こう 放   現存
     チュンコート４階南 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643550-11462 医療法人　ゆいクリニ〒579-8024 0729-84-6805医療法人ゆいクリニッ由井　正剛 平17. 1. 1一般         4診療所
     ック 東大阪市南荘町１番地４号 常　勤:    1ク　理事長　由井　正 組織変更 耳い 気食 アレ現存
     (医       1)剛 平29. 1. 1放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643650-11470 医療法人真恵会　やな〒578-0976 06-6748-2829医療法人真恵会　理事栁田　昌宏 平17. 1. 1耳い 診療所
     ぎだ耳鼻咽喉科 東大阪市西鴻池町二丁目１番３３常　勤:    1長　栁田　昌宏 組織変更 現存
     号コープ鴻池１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643750-11488 医療法人司誠会　整形〒578-0971 06-6744-7722医療法人司誠会　理事山田　純司 平17. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     外科やまだクリニック東大阪市鴻池本町１番２２号 常　勤:    1長　山田　純司 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643850-11512 向日葵診療所 〒578-0932 072-966-7756社会福祉法人玉美福祉宮﨑　秀明 平17. 3. 1内   消   精  診療所
     東大阪市玉串町東一丁目１０番２常　勤:    1会　理事長　西島　善 新規 皮   現存
     ０号 (医       1)久 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 643950-11587 荒井医院 〒579-8065 0729-87-1506荒井　克己 荒井　克己 平17. 8. 1内   消   循  診療所
     東大阪市新池島町二丁目５番２０常　勤:    1 移転 呼   現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644050-11603 社会福祉法人逢花　き〒577-0827 06-6723-4150社会福祉法人逢花　理權　延久（権藤延久）平17.10. 1内   診療所
     ずり逢花苑診療所 東大阪市衣摺六丁目１２番３号 常　勤:    1事長　山村　武平 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644150-11611 医療法人英和会　新石〒579-8013 072-981-1111医療法人英和会　理事長谷川　恭一 平17.10. 1内   消   放  診療所
     切クリニック 東大阪市西石切町一丁目９番２３常　勤:    1長　市川　和男 新規 現存
     号新石切センタービル２階３階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644250-11645 小川クリニック 〒577-0809 06-4307-8228小川　明孝 小川　明孝 平17.12. 1外   内   リハ診療所
     東大阪市永和二丁目１７番７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
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 644350-11652 医療法人宗栄会　塚本〒577-0055 06-6783-7775医療法人宗栄会　理事塚本　宗之 平18. 1. 1精   神内 心内診療所
     クリニック 東大阪市長栄寺２１番２４号 常　勤:    2長　塚本　宗之 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644450-11678 医療法人康和会　えの〒578-0956 072-965-8052医療法人康和会　理事榎本　康博 平18. 1. 1内   診療所
     もとクリニック 東大阪市横枕西１番７号 常　勤:    2長　榎本　康博 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644550-11686 医療法人深緑会　田邊〒579-8014 072-988-5557医療法人深緑会　理事田邊　隆敏 平18. 1. 1一般         3診療所
     整形外科医院 東大阪市中石切町一丁目９番１８常　勤:    1長　田邊　隆敏 組織変更 整外 外   内  現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1神   リウ リハ
     非常勤:    2 皮   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644650-11694 村上診療所 〒578-0925 0729-66-3121村上　光道 村上　光道 平18. 2. 1精   神   心内診療所
     東大阪市稲葉三丁目１２番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644750-11710 マリエ医院 〒579-8064 0729-81-6006濵田　崇嘉 濵田　崇嘉 平18. 4. 1内   透析 診療所
     東大阪市池島町八丁目２番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644850-11728 九谷医院 〒577-0054 06-6781-2608九谷　亘 九谷　亘 平18. 2. 6内   心内 小  診療所
     東大阪市高井田元町一丁目１６番常　勤:    1 継承 現存
     ３１号 (医       1) 平30. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 644950-11736 いわさきクリニック内〒579-8035 0729-86-1400岩崎　剛和 岩崎　剛和 平18. 5. 1内   呼   アレ診療所
     科呼吸器科 東大阪市鳥居町８番６号 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645050-11751 特別養護老人ホームア〒577-0033 06-6784-7010社会福祉法人　由寿会久下　 平18. 5. 1内   診療所
     ーバンケア御厨診療所東大阪市御厨東一丁目９番１６号常　勤:    1　理事長　由井　直子 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645150-11793 河野眼科クリニック 〒578-0981 0729-66-5461河野　隆司 河野　隆司 平18. 4.12眼   診療所
     東大阪市島之内二丁目１３番１４常　勤:    1 移転 現存
     －３Ａ (医       1) 平30. 4.12
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 645250-11819 はまだ内科クリニック〒577-0034 06-6618-3387濵田　洋一 濵田　洋一 平18. 7. 1内   診療所
     東大阪市御厨南二丁目１番地１号常　勤:    2 新規 現存
     八戸ノ里ＨＩＲＯビル　２階 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645350-11827 医療法人　やまもと眼〒577-0816 06-6732-1341医療法人　やまもと眼山本　千加子 平18. 7. 1眼   診療所
     科 東大阪市友井二丁目６番１７号 常　勤:    1科　理事長　山本　千 組織変更 現存
     (医       1)加子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645450-11835 医療法人　浩仁会　さ〒578-0984 0729-68-1239医療法人　浩仁会　理三田　浩司 平18. 7. 1内   循   小  診療所
     んだクリニック 東大阪市菱江一丁目２番３３号 常　勤:    1事長　三田　浩司 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645550-11843 医療法人寿山会　喜馬〒578-0941 0729-61-6888医療法人寿山会　理事喜馬　通博 平18. 7. 1一般 病院
     病院 東大阪市岩田町四丁目２番８号 常　勤:   14長　喜馬　通博 移転     一般    43現存
     (医      14) 平24. 7. 1療養
     非常勤:   16     療養    80
     (医      16) 外   整外 脳外
     内   皮   消  
     こう リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645650-11850 くどうまさしげ診療所〒577-0061 06-6618-0960工藤　将茂 工藤　将茂 平18. 9. 1精   心内 神内診療所
     東大阪市森河内西二丁目３３番１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２号 (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645750-11876 たに内科クリニック 〒577-0066 06-6618-5050谷　和宏 谷　和宏 平18.11. 1内   消   アレ診療所
     東大阪市高井田本通一丁目５番３常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645850-11892 皮膚科中山医院 〒578-0936 072-964-8884中山　園子 中山　園子 平19. 1. 1皮   診療所
     東大阪市花園西町一丁目２番１６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 645950-11918 医療法人　恵成会　は〒577-0816 06-6726-4133医療法人　恵成会　理原田　成信 平19. 1. 1耳い 診療所
     らだ耳鼻咽喉科 東大阪市友井二丁目３４番２７号常　勤:    1事長　原田　成信 組織変更 現存
     幸宝ビル１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646050-11926 医療法人學慈会　ほり〒579-8013 0729-80-6555医療法人學慈会　理事堀木　聡 平19. 1. 1皮   診療所
     き皮膚科クリニック 東大阪市西石切町一丁目１１番２常　勤:    1長　堀木　聡 組織変更 現存
     ０号 (医       1) 平25. 1. 1
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 646150-11934 医療法人熊本会　松田〒578-0937 0729-68-0118医療法人熊本会　理事熊本　隆之 平19. 1. 1内   外   小  診療所
     医院 東大阪市花園本町一丁目６番２２常　勤:    1長　熊本　隆之 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646250-11942 岡村レディースクリニ〒577-0034 06-6681-5227岡村　義之 岡村　義之 平19. 2. 1婦   産   診療所
     ック 東大阪市御厨南二丁目１番１号八常　勤:    1 新規 現存
     戸ノ里ＨＩＲＯビル３階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646350-11959 医療法人孟仁会　東大〒578-0925 072-961-3700医療法人　孟仁会　理田伏　久之 平19. 1. 5一般       181病院
     阪山路病院 東大阪市稲葉一丁目７番５号 常　勤:    8事長　山路　孟 移転 療養        33現存
     (医       8) 平25. 1. 5内   外   整外
     非常勤:   10 循   皮ひ 脳外
     (医      10) 耳い リハ 放  
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646450-12015 伊藤内科診療所 〒577-0066 06-6788-7867伊藤　秀次 伊藤　秀次 平19. 5. 1内   診療所
     東大阪市高井田本通七丁目３番２常　勤:    1 移転 現存
     ６号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646550-12023 土井医院 〒577-0833 06-6721-9520土井　利毅 土井　利毅 平19. 5. 1内   神内 診療所
     東大阪市柏田東町６番１６号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646650-12031 みどりクリニック 〒578-0925 072-967-0160山路　賀子 山路　賀子 平19. 7. 1耳い 内   循  診療所
     東大阪市稲葉一丁目７番３号 常　勤:    1 新規 整外 外   皮  現存
     (医       1) 平25. 7. 1リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646750-12049 医療法人桃桜会　わた〒577-0056 06-6618-0556医療法人桃桜会　理事渡 　利枝子 平19. 6. 1精   心内 診療所
     なべメンタルクリニッ東大阪市長堂一丁目１２番１号メ常　勤:    2長　渡辺　新太郎 組織変更 現存
     ク ゾンドヴェールグリーンの館２階(医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646850-12064 医療法人裕心会　三宅〒577-0055 06-6784-4113医療法人裕心会　理事三宅　直子 平19. 7. 1眼   診療所
     眼科 東大阪市長栄寺１１番９号　カ－常　勤:    1長　三宅　直子 組織変更 現存
     サ・セリオ１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 646950-12072 医療法人三樹会　長岡〒577-0826 06-6728-1960医療法人三樹会　理事長岡　浩人 平19. 7. 1内   外   胃  診療所
     診療所 東大阪市大蓮北三丁目１７番２０常　勤:    1長　長岡　浩人 組織変更 皮   ひ   現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 647050-12098 医療法人浩真会　秋山〒578-0931 072-963-4171医療法人浩真会　理事秋山　浩之 平19. 7. 1内   循   呼  診療所
     内科医院 東大阪市花園東町二丁目１１番１常　勤:    1長　秋山　浩之 組織変更 消   リハ 現存
     ４号秋山内科ビル１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647150-12114 森産婦人科 〒577-0056 06-6781-4925森　政雄 森　政雄 平19. 7. 1産婦 内   診療所
     東大阪市長堂一丁目３番８号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647250-12122 金澤クリニック 〒579-8013 072-985-6951金澤　秀介 金澤　秀介 平19. 7.16外   内   リハ診療所
     東大阪市西石切町一丁目１１番１常　勤:    1 継承 放   現存
     ８号 (医       1) 平25. 7.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647350-12130 越宗クリニック 〒578-0934 072-967-0033医療法人越宗会（財団東　晴彦 平19.10. 1整外 リハ 診療所
     東大阪市玉串町西三丁目２番３号常　勤:    1）　理事長　越宗　勝 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647450-12163 河野耳鼻咽喉科クリニ〒578-0981 072-967-0057河野　幹子 河野　幹子 平19.10.31耳い 診療所
     ック 東大阪市島之内二丁目１３番１４常　勤:    1 移転 現存
     －２Ａ (医       1) 平25.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647550-12171 竹医会眼科 〒579-8051 0729-86-1045医療法人竹医会　理事壺井　邦彦 平20. 1. 1眼   診療所
     東大阪市瓢箪山町１番３０号御神常　勤:    1長　竹岡　好夫 新規 現存
     田ビル３階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647650-12205 医療法人藤井会　藤井〒579-8026 072-983-7811医療法人藤井会　理事鄭　台キョク 平20. 4. 1療養       108病院
     会リハビリテーション東大阪市弥生町１７番６号 常　勤:    5長　藤井　弘史 新規 内   リハ 現存
     病院 (医       5) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647750-12213 ふじた医院 〒577-0063 06-6788-1143藤田　久義 藤田　久義 平20. 7. 1内   診療所
     東大阪市川俣一丁目１番８号藤田常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 647850-12239 医療法人　香山整形外〒578-0925 072-967-5501医療法人香山整形外科香山　泰弘 平20. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 東大阪市稲葉三丁目１２番３０号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)香山　泰弘 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 647950-12254 西岡医院 〒578-0924 072-963-2233西岡　良泰 西岡　良泰 平20.11. 1産婦 内   診療所
     東大阪市吉田四丁目３番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648050-12262 川口眼科医院 〒577-0841 06-6721-0323川口　敏 川口　敏 平20.12. 1眼   診療所
     東大阪市足代三丁目４番４号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648150-12270 医療法人　東野医院 〒578-0974 06-6744-1210医療法人東野医院　理東野　博彦 平21. 1. 1小   内   診療所
     東大阪市鴻池元町１０番５号 常　勤:    1事長　東野　博彦 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648250-12288 医療生協かわち野生活〒578-0934 072-963-4360医療生協かわち野生活石井　大介 平21. 2. 1内   小   脳外診療所
     協同組合　はなぞの生東大阪市玉串町西一丁目４番４０常　勤:    2協同組合　理事長　藤 新規 現存
     協診療所 号 (医       2)田　昌明 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648350-12304 医療生協かわち野生活〒577-0006 06-6746-1313医療生協かわち野生活髙橋　泰行 平21. 1. 1内   小   診療所
     協同組合　楠根診療所東大阪市楠根二丁目７番８号 常　勤:    1協同組合　代表理事　 移転 現存
     (医       1)藤田　昌明 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648450-12320 飯田内視鏡内科 〒577-0803 06-6730-7070飯田　龍也 飯田　龍也 平21. 5. 1消   内   診療所
     東大阪市下小阪三丁目１３番５号常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648550-12353 家出医院 〒579-8063 072-988-1033家出　清章 家出　清章 平21. 7. 5脳外 外   整外診療所
     東大阪市横小路町五丁目９番４７常　勤:    1 組織変更 内   リハ 現存
     号 (医       1) 平27. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648650-12361 助永医院 〒577-0823 06-6729-2233助永　 比古 助永　 比古 平21. 8. 1内   リハ 診療所
     東大阪市金岡一丁目１８番１１号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648750-12379 医療法人　隆優会　浅〒579-8066 072-981-1008医療法人　隆優会　理浅川　隆 平21. 9. 1内   外   こう診療所
     川クリニック 東大阪市下六万寺町一丁目１番５常　勤:    1事長　浅川　隆 移転 リハ 現存
     号 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 648850-12387 医療法人由仁会　岡本〒577-0034 06-6788-3808医療法人由仁会岡本眼岡本　仁史 平21.11. 1眼   診療所
     眼科 東大阪市御厨南二丁目２番２４号常　勤:    1科　理事長　岡本　仁 移転 現存
     (医       1)史 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 648950-12403 斉藤眼科リハビリ科 〒578-0937 072-966-7729齋藤　淳 齋藤　淳 平21.12. 1眼   形外 リハ診療所
     東大阪市花園本町一丁目６番２２常　勤:    1 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649050-12411 志野医院 〒579-8046 072-984-2787志野　友義 志野　友義 平21.12. 1内   循   リハ診療所
     東大阪市昭和町５番２６号 常　勤:    1 継承 放   現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649150-12429 白山医院 〒577-0843 06-6728-0166白山　英三 白山　英三 平21.12. 1外   内   脳外診療所
     東大阪市荒川一丁目１５番２１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649250-12437 医療法人三慧会　ＩＶ〒577-0012 06-4308-8824医療法人　三慧会　理福田　愛作 平22. 1. 1産婦 診療所
     Ｆ大阪クリニック 東大阪市長田東一丁目１番１４号常　勤:   10事長　森本　義晴 移転 現存
     (医      10) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649350-12445 なかの整形外科 〒579-8037 072-984-6261中野　正顕 中野　正顕 平22. 2. 1整外 外   リハ診療所
     東大阪市新町１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649450-12460 医療法人華青会　おし〒579-8014 072-984-9800医療法人華青会　理事押川　修 平22. 1. 1内   消   小  診療所
     かわ内科医院 東大阪市中石切町四丁目４番４号常　勤:    1長　押川　修 組織変更 アレ 現存
     リバーサイドビル１０４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649550-12486 とくの耳鼻咽喉科 〒577-0001 06-6748-0960德野　潔 德野　潔 平22. 3. 1耳い 診療所
     東大阪市徳庵本町７番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649650-12494 医療法人宝持会　いけ〒577-0809 06-6727-2160医療法人宝持会　理事池田　秀一 平22. 4. 1外   整外 内  診療所
     だクリニック 東大阪市永和二丁目１番３０号 常　勤:    1長　池田　秀一 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 649750-12510 ルナ　ペイン　クリニ〒577-0056 06-6753-7790氏野　博昭 氏野　博昭 平22. 5. 1整外 内   麻  診療所
     ック 東大阪市長堂一丁目５番６号布施常　勤:    1 新規 リハ 現存
     駅前セントラルビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649850-12536 さかもと内科クリニッ〒577-0818 06-6721-0491坂本　 和 坂本　 和 平22. 6. 1内   リハ 診療所
     ク 東大阪市小若江一丁目１５番２０常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 649950-12544 医療法人　弘仁会　坂〒579-8057 072-981-1551医療法人　弘仁会　理坂本　仁 平22. 7. 1内   小   皮  診療所
     本医院 東大阪市御幸町１１番３号 常　勤:    2事長　坂本　仁 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650050-12551 医療法人　青和会　み〒577-0054 06-6781-3330医療法人　青和会　理水嶋　潔 平22. 7. 1内   放   診療所
     ずしま内科クリニック東大阪市高井田元町一丁目３番１常　勤:    1事長　水嶋　潔 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650150-12569 はたまクリニック 〒577-0827 06-6736-0696畑間　昌博 畑間　昌博 平22. 9. 1内   外   胃  診療所
     東大阪市衣摺二丁目１５番４号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650250-12585 西村クリニック 〒578-0901 072-871-8818西村　章 西村　章 平22.10.18外   内   皮  診療所
     東大阪市加納八丁目１８番１号 常　勤:    1 継承 リハ 現存
     (医       1) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650350-12593 医療法人光貴会　しん〒579-8065 072-987-0505医療法人光貴会　理事藤原　進一 平22.12. 1内   外   整外診療所
     いけクリニック 東大阪市新池島町二丁目１３番２常　勤:    4長　山口　旭 組織変更 ひ   放   リハ現存
     １号 (医       4) 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650450-12601 田渕クリニック 〒579-8027 072-988-5727田渕　実 田 　実 平23. 1. 1内   他   診療所
     東大阪市東山町１番１０号 常　勤:    1 移転 ５９漢方内科 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650550-12619 医療法人　一伸会　石〒577-0054 06-6618-1484医療法人　一伸会　理石橋　一伸 平23. 1. 1内   消   診療所
     橋クリニック 東大阪市高井田元町一丁目１番２常　勤:    1事長　石橋　一伸 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650650-12627 医療法人　旭友会　池〒577-0826 06-6728-7548医療法人　旭友会　理池田　一雄 平23. 1. 1内   小   循  診療所
     田診療所 東大阪市大蓮北二丁目５番１号 常　勤:    1事長　池田　一雄 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 650750-12668 よしなが耳鼻咽喉科 〒577-0841 06-4309-5087吉永　和仁 吉永　和仁 平23. 4. 1耳い 診療所
     東大阪市足代二丁目１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650850-12676 岡本耳鼻咽喉科 〒577-0011 06-6753-8741岡本　雅典 岡本　雅典 平23. 4. 1耳い 診療所
     東大阪市荒本北２丁目２－６クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックコート東野３階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650950-12684 かわぐち呼吸器内科ク〒577-0843 06-6730-8259川口　俊 川口　俊 平23. 5. 1内   呼   診療所
     リニック 東大阪市荒川１丁目４番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651050-12692 医療法人仁愛会　服部〒577-0006 06-6746-3896医療法人仁愛会　理事服部　吉幸 平23. 5. 1眼   診療所
     眼科 東大阪市楠根二丁目１１番１２号常　勤:    1長　服部　吉幸 新規 現存
     　三井ビル２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651150-12718 坂本眼科クリニック 〒578-0924 072-961-4315坂本　篤 坂本　篤 平23. 7. 1眼   診療所
     東大阪市吉田１－１－２パザパは常　勤:    1 新規 現存
     なぞの２Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651250-12726 医療法人　宮本耳鼻咽〒579-8046 072-984-8733医療法人宮本耳鼻咽喉宮本　一良 平23. 7. 1耳い アレ 診療所
     喉科 東大阪市昭和町６番４号 常　勤:    1科　理事長　宮本　一 移転 現存
     (医       1)良 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651350-12734 医療法人　徳心会　と〒577-0836 06-6720-3387医療法人　徳心会　理徳原　靖剛 平23. 7. 1耳い 診療所
     くはら耳鼻咽喉科 東大阪市渋川町２丁目４番２５号常　勤:    1事長　徳原　靖剛 組織変更 現存
     フィールド２Ｆ南 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651450-12759 クリニックハーモニー〒577-0834 06-6720-6662小山　茂智 小山　茂智 平23.10. 1内   診療所
     東大阪市柏田本町３番４８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651550-12783 医療法人徳洲会　東大〒578-0984 072-965-0021医療法人徳洲会　理事橋爪　慶人 平23.12. 1一般        50病院
     阪徳洲会病院 東大阪市菱江三丁目６番１１号 常　勤:    3長　鈴木　隆夫 組織変更 療養        50現存
     (医       3) 平29.12. 1内   消   リハ
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651650-12791 小林整形外科 〒577-0802 06-6736-5166小林　義輝 小林　義輝 平24. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     東大阪市小阪本町２丁目２番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
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 651750-12809 松本こころのクリニッ〒577-0013 06-4306-3262松本　直樹 松本　直樹 平24. 2. 1心内 精   診療所
     ク 東大阪市長田中１丁目４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     長田センタービル３０７号室 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651850-12817 陶山医院 〒578-0924 072-961-2176陶山　勝郎 陶山　勝郎 平24. 1. 1内   外   診療所
     東大阪市吉田１丁目１番２号パサ常　勤:    1 継承 現存
     パはなぞの２階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 651950-12825 やまもと内科クリニッ〒577-0837 06-6728-7724山本　年済 山本　年済 平24. 1. 1内   消   リハ診療所
     ク 東大阪市寿町３－１２－３ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652050-12833 医療法人　前田内科ク〒577-0849 06-6736-8123医療法人　前田内科ク前田　純雄 平24. 1. 1内   循   消  診療所
     リニック 東大阪市三ノ瀬２丁目５番１２号常　勤:    1リニック　理事長　前 組織変更 リハ 放   現存
     (医       1)田　純雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652150-12841 医療法人喜誠会　おざ〒577-0807 06-6785-0852医療法人喜誠会　理事尾﨑　貞喜 平24. 1. 1内   皮   リハ診療所
     きクリニック 東大阪市菱屋西５丁目１１番２４常　勤:    1長　尾﨑　貞喜 組織変更 現存
     号　御厨ビル１Ｆ１０１号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652250-12858 医療法人　つじかわ眼〒577-0802 06-6748-0101医療法人つじかわ眼科辻川　元庸 平24. 1. 1眼   診療所
     科 東大阪市小阪本町１丁目４番１号常　勤:    1　理事長　辻川　元庸 組織変更 現存
     河内小阪駅南商業ビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652350-12874 社会福祉法人由寿会　〒577-0035 06-6782-1016社会福祉法人由寿会　岩本　直己 平24. 3. 1内   診療所
     特別養護老人ホーム　東大阪市御厨中２丁目３番３２号常　勤:    2理事長　由井　直子 新規 現存
     アーバンケア八戸ノ里 (医       2) 平30. 3. 1
     診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652450-12890 かねこ整形外科クリニ〒577-0801 06-6788-5500金子　康司 金子　康司 平24. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 東大阪市小阪３－２－２４アーク常　勤:    1 継承 現存
     八戸ノ里１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652550-12916 泌尿器科いとうクリニ〒578-0971 06-6224-7400伊藤　周二 伊藤　周二 平24. 5. 1ひ   内   診療所
     ック 東大阪市鴻池本町６－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652650-12924 中屋眼科 〒577-0841 06-6720-1796中屋　博 中屋　博 平24. 4. 1眼   診療所
     東大阪市足代１丁目１２番８号　常　勤:    1 移転 現存
     ヤマト会館ビル３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
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 652750-12957 医療法人　未来会　み〒578-0971 06-6748-3113医療法人　未来会　理堀　修昌 平24.10. 1整外 リハ リウ診療所
     らいクリニック 東大阪市鴻池本町２番２８号 常　勤:    1事長　堂阪　宜雄 新規 内   皮   アレ現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652850-12973 内科　外科　西岡ファ〒578-0922 072-920-7368西岡　宏彰 西岡　宏彰 平24.11. 1内   外   循  診療所
     ミリークリニック 東大阪市松原１丁目１６番３４号常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 652950-13013 医療法人社団秀博会　〒579-8056 072-981-4777医療法人社団秀博会　庄野　潤 平25. 7. 1内   整外 外  診療所
     マサキ東大阪クリニッ東大阪市若草町９番２３－２０１常　勤:    2理事長　田中　勝喜 新規 心内 精   眼  現存
     ク 号 (医       2) 平25. 7. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653050-13039 原クリニック 〒578-0946 06-6748-0843原　聡 原　聡 平25. 7. 1呼   外   こう診療所
     東大阪市瓜生堂３－１－１１ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653150-13047 医療法人　仁修会　城〒577-0013 06-6618-0567医療法人　仁修会　理城野　修一 平25. 7. 1内   循   消  診療所
     野内科医院 東大阪市長田中１丁目１番５号 常　勤:    1事長　城野　修一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653250-13054 医療法人　まもと眼科〒578-0941 072-960-0901医療法人　まもと眼科真本　幸範 平25. 7. 1眼   診療所
     クリニック 東大阪市岩田町４丁目６番８号Ａ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     Ｉビル２階 (医       1)真本　幸範 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653350-13062 医療法人　みさき会　〒577-0801 06-6782-7707医療法人　みさき会　三﨑　尚之 平25. 7. 1内   小   循  診療所
     みさきクリニック 東大阪市小阪１丁目９番１号 常　勤:    1理事長　三﨑　尚之 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653450-13070 医療法人　きむらクリ〒577-0816 06-6721-9250医療法人きむらクリニ木村　新 平25. 9. 1内   診療所
     ニック 東大阪市友井５丁目４番４３号 常　勤:    2ック　理事長　木村　 移転 現存
     (医       2)新 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653550-13088 東大阪養護老人ホーム〒577-0813 06-6726-3036社会福祉法人　大阪府原　聡 平26. 1. 1内   精   診療所
     診療所 東大阪市新上小阪１１番２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26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 653650-13096 びとう宏美クリニック〒577-0823 06-6720-2400尾藤　宏美 尾藤　宏美 平26. 1. 1心内 精   診療所
     東大阪市金岡４丁目９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653750-13112 西クリニック 〒578-0911 072-967-1570西　真明 西　真明 平26. 1. 1内   消   リハ診療所
     東大阪市中新開２－１３－３９ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653850-13120 医療法人　孟仁会　東〒578-0924 072-965-0600医療法人　孟仁会　理金（金城）　相福（義平26. 2. 1内   透析 診療所
     花園透析クリニック 東大阪市吉田５－９－１２ 常　勤:    2事長　山路　孟 人） 新規 現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653950-13138 医療法人　喜心会　丸〒577-0803 06-6728-1551医療法人　喜心会　理丸山　次郎 平26. 1. 1内   リハ 診療所
     山クリニック 東大阪市下小阪４丁目５番１５号常　勤:    1事長　丸山　次郎 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654050-13146 医療法人　幸志会　も〒577-0804 06-6723-0980医療法人　幸志会　理田仲　みすず 平26. 1. 1内   小   診療所
     り内科クリニック 東大阪市中小阪１丁目１８番７号常　勤:    1事長　田仲　みすず 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654150-13153 医療法人　弘和会　い〒577-0062 06-6782-3132医療法人　弘和会　理岩﨑　弘登 平26. 1. 1内   循   外  診療所
     わさきクリニック 東大阪市森河内東一丁目２８番１常　勤:    1事長　岩﨑　弘登 組織変更 リハ 皮   現存
     ４号 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654250-13161 医療法人　ふじもと眼〒578-0924 072-960-1500医療法人　ふじもと眼藤本　勝秀 平26. 1. 1眼   診療所
     科クリニック 東大阪市吉田七丁目３番７号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　藤本　勝秀 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654350-13187 水岡医院 〒577-0061 06-6783-3578水岡　寛 水岡　寛 平26. 1. 1内   小   診療所
     東大阪市森河内西１丁目１７番７常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654450-13211 ｍｕｓｕｂｉのクリニ〒578-0975 06-6747-6366平尾　悠介 平尾　悠介 平26. 5. 1内   診療所
     ック 東大阪市中鴻池町１丁目７番３０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 654550-13252 川上クリニック 〒578-0981 072-940-6200川上　隆 川上　隆 平26. 6. 1ひ   内   皮  診療所
     東大阪市島之内２－１３－１４－常　勤:    1 新規 現存
     １Ａ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654650-13260 医療法人大山会　大山〒577-0843 06-6736-6630医療法人大山会　理事大山　哲 平26. 6. 1ひ   透析 内  診療所
     クリニック 東大阪市荒川２丁目２７番１５号常　勤:    1長　大山　哲 移転 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654750-13278 医療法人星仁会　やま〒578-0924 072-966-4112医療法人星仁会　理事山中　一星 平26. 7. 1皮   アレ 診療所
     なか皮ふ科クリニック東大阪市吉田一丁目１番２－２０常　勤:    1長　山中　一星 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654850-13286 医療法人再生会　そば〒577-0011 06-4309-2525医療法人再生会　理事傍島　聰 平26. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     じまクリニック 東大阪市荒本北二丁目２番６号ク常　勤:    1長　傍島　聰 組織変更 内   脳外 外  現存
     リニックコート東野１Ｆ・２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1乳腺外科
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 654950-13328 医療法人にしかわ　に〒577-0034 06-6753-7867医療法人にしかわ　理西川　匡 平27. 1. 1耳い アレ 診療所
     しかわ耳鼻咽喉科 東大阪市御厨南２丁目１番１号八常　勤:    1事長　西川　匡 組織変更 現存
     戸ノ里ＨＩＲＯビル２Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655050-13336 医療法人桃仁会　中川〒577-0827 06-4306-5851医療法人桃仁会　理事中川　琢麿 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     医院 東大阪市衣摺４丁目１番７号 常　勤:    1長　中川　琢麿 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655150-13344 医療法人　巽会　たつ〒577-0816 06-6722-6955医療法人　巽会　理事巽　祐子 平27. 2. 1皮   婦   診療所
     み皮膚科婦人科クリニ東大阪市友井３丁目１番１２号 常　勤:    2長　巽　祐子 移転 現存
     ック (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655250-13369 医療法人愛壽会　松下〒579-8051 072-984-4371医療法人愛壽会　理事松下　直史 平27. 3. 1一般        19診療所
     リハビリクリニック 東大阪市瓢箪山町６番２１号 常　勤:    1長　松下　直史 組織変更 リハ 内   眼  現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655350-13377 医療法人竹村医学研究〒577-0807 06-6722-4771医療法人竹村医学研究竹村　秀雄 平27. 4. 1一般        61病院
     会（財団）　小阪産病東大阪市菱屋西３丁目６－８ 常　勤:    9会（財団）　理事長　 移転 産   婦   現存
     院 (医       9)竹村　秀雄 平27. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
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 655450-13385 荒本おいだ眼科 〒577-0011 06-4308-5781種田　人士 種田　人士 平27. 6. 1眼   診療所
     東大阪市荒本北２丁目２番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655550-13393 小阪レディースクリニ〒577-0807 06-6729-1192医療法人竹村医学研究米田　美幸保 平27. 7. 1婦   外   診療所
     ック 東大阪市菱屋西３丁目４番１３号常　勤:    1会（財団）　理事長　 新規 現存
     (医       1)竹村　秀雄 平27. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655650-13401 医療法人　蛭沼耳鼻咽〒579-8051 072-981-3517医療法人蛭沼耳鼻咽喉菊岡　政久 平27. 5.19耳い 診療所
     喉科医院 東大阪市瓢箪山町１１番２４号 常　勤:    1科医院　理事長　菊岡 移転 現存
     (医       1)　政久 平27. 5.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655750-13419 片上クリニック 〒578-0974 06-6744-1181片上　善嗣 片上　善嗣 平27. 7. 1リハ 整外 診療所
     東大阪市鴻池元町１０－４５－１常　勤:    1 移転 現存
     Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655850-13427 医療法人理弘会　とち〒578-0946 06-4307-3825医療法人理弘会　理事栩野　理恵 平27. 7. 1耳い 診療所
     の耳鼻咽喉科クリニッ東大阪市瓜生堂３丁目１番１１号常　勤:    1長　栩野　理恵 組織変更 現存
     ク 瓜生堂クリニックビル１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 655950-13435 医療法人青廉会　藤戸〒579-8003 072-985-1218医療法人青廉会　理事藤戸　敬士 平27. 7. 1小   アレ 診療所
     小児科 東大阪市日下町３丁目２番３５号常　勤:    1長　藤戸　敬士 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656050-13443 かわべクリニック 〒577-0843 06-4309-8119川邉　正和 川邉　正和 平27. 9. 1内   呼内 診療所
     東大阪市荒川３丁目５－６ＭＭビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ　３号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656150-13468 八戸ノ里向日葵診療所〒578-0944 06-6730-7181社会福祉法人玉美福祉山田　英二 平27.10. 1内   皮   精  診療所
     東大阪市若江西新町３丁目１番９常　勤:    2会　理事長　西島　善 新規 現存
     号 (医       2)久 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 656250-13484 かねこヴィジットクリ〒577-0056 06-4309-7659金子　紳一郎 金子　紳一郎 平27.12. 1整外 内   精  診療所
     ニック 東大阪市長堂１丁目１０番８号ハ常　勤:    1 新規 現存
     ピネス布施６階６０３号 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656350-13492 ながた耳鼻咽喉科クリ〒577-0056 06-6782-3387永田　基樹 永田　基樹 平27.12. 1耳い 診療所
     ニック 東大阪市長堂３丁目１３番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656450-13500 駒田医院 〒577-0831 06-6728-7641駒田　尚直 駒田　尚直 平27.11. 7内   小   皮  診療所
     東大阪市俊徳町１丁目３番１６号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27.11. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656550-13518 医療法人基誠会　ふじ〒579-8003 072-980-6655医療法人基誠会　理事藤井　基嗣 平28. 1. 1内   消   診療所
     い消化器内科・内視鏡東大阪市日下町３丁目６番９号 常　勤:    1長　藤井　基嗣 組織変更 現存
     クリニック (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656650-13526 医療法人竹川会　竹川〒577-0803 06-6732-2876医療法人竹川会　理事竹川　潔 平28. 1. 1内   診療所
     内科クリニック 東大阪市下小阪二丁目１４番９号常　勤:    1長　竹川　潔 組織変更 現存
     ＹＡＮＯ八戸ノ里駅前ビル５Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656750-13534 岩﨑内科クリニック 〒577-0802 06-6722-1202岩﨑　信吾 岩﨑　信吾 平28. 3. 1内   他   精  診療所
     東大阪市小阪本町１－２－８小阪常　勤:    1 新規 糖尿病内分泌内現存
     ジョイスビル１Ｆ (医       1) 平28. 3. 1科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656850-13542 皮フ科形成外科くろお〒577-0803 06-4307-6060黒岡　定浩 黒岡　定浩 平28. 6. 1皮   形外 診療所
     かクリニック 東大阪市下小阪２丁目１４番９号常　勤:    1 新規 現存
     ＹＡＮＯ八戸ノ里駅前ビル４階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 656950-13559 和田診療所 〒579-8027 072-986-0900和田　朗 和田　朗 平28. 7. 1内   小   婦  診療所
     東大阪市東山町４番８号Ｗ・Ｓ百常　勤:    1 継承 現存
     光ビル１階Ｂ号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 657050-13567 はる診療所 〒579-8051 072-970-6625島田　治 島田　治 平28. 8. 1ひ   内   整外診療所
     東大阪市瓢箪山町４－２６ツイン常　勤:    1 新規 現存
     コスモス瓢箪山２０１ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657150-13583 医療法人爽健会　つじ〒578-0946 06-4307-5817医療法人爽健会　理事 川　浩三 平28. 9. 1ひ   内   診療所
     かわ医院 東大阪市瓜生堂三丁目１番１１号常　勤:    1長　 川　浩三 組織変更 現存
     瓜生堂クリニックビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657250-13591 医療法人　勝村眼科 〒579-8003 072-943-3371医療法人勝村眼科　理勝村　浩三 平28. 9. 1眼   診療所
     東大阪市日下町三丁目６番９号 常　勤:    1事長　勝村　浩三 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657350-13609 医療法人五月会　おか〒577-0827 06-4308-5333医療法人五月会　理事岡　憲久 平28. 9. 1内   整外 リハ診療所
     クリニック 東大阪市衣摺五丁目１９番３７号常　勤:    1長　岡　憲久 組織変更 現存
     アストマネックスビル１階１０１(医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657450-13617 地方独立行政法人　市〒578-8588 06-6781-5101地方独立行政法人市立辻井　正彦 平28.10. 1一般       547地域支援
     (50-73617 ) 立東大阪医療センター東大阪市西岩田三丁目４番５号 常　勤:  123東大阪医療センター　 組織変更 内   呼内 循  病院
     (医     119)理事長　谷口　和博 平28.10. 1消   神内 皮  現存
     (歯       4) 小   精   外  
     非常勤:   16 呼外 小外 ひ  
     (医      15) 脳外 整外 形外
     (歯       1) 眼   耳い 産婦
     リハ 放   麻  
     病理 歯   歯外
     臨床 心外 救命
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、外科、消化器
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657550-13633 寺田・茨木ホームクリ〒579-8011 072-988-1515茨木　利彦 茨木　利彦 平28.11. 1内   呼   脳外診療所
     ニック 東大阪市東石切町３丁目２番１号常　勤:    2 継承 現存
     ビスタ石きり１階 (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657650-13641 はせがわ整形外科 〒578-0974 06-6746-6000 谷川　太郎 谷川　太郎 平29. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     東大阪市鴻池元町１１－７　１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 657750-13658 さざなみクリニック 〒578-0901 072-960-0299近藤　礎 近藤　礎 平29. 2. 1内   外   精  診療所
     東大阪市加納２丁目１２番７号さ常　勤:    1 新規 現存
     ざなみ壱番館１階 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657850-13666 東大阪市立障害児者支〒578-0984 072-975-5703東大阪市　東大阪市長勝山　真介 平29. 4. 1一般 診療所
     (50-73666 ) 援センター内診療所 東大阪市菱江五丁目２番３４号 常　勤:    3　野田　義和 新規     一般     9現存
     (医       3) 平29. 4. 1整外 リハ 精  
     非常勤:   10 歯   
     (医       2)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 657950-13674 ＫＩＮＤＡＩクリニッ〒577-0818 06-4307-3110学校法人近畿大学　理藤本　美香 平29. 4. 1内   心内 診療所
     ク 東大阪市小若江三丁目４番１号近常　勤:    1事長　清水　由洋 新規 現存
     畿大学内 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658050-13682 大草眼科医院 〒577-0002 06-6745-1550大草　直樹 大草　直樹 平29. 1.29眼   診療所
     東大阪市稲田上町１丁目２番１３常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平29. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658150-13690 森外科・内科クリニッ〒579-8014 072-984-0777森　重人 森　重人 平29. 3. 1一般 診療所
     ク 東大阪市中石切町２－４－２９ 常　勤:    2 継承     一般    19現存
     (医       2) 平29. 3. 1外   内   整外
     非常勤:    6 ひ   皮   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658250-13708 医療法人弘徳会　にし〒578-0942 06-6730-6151医療法人弘徳会　理事西岡　弘樹 平29. 3. 1内   循   診療所
     おかクリニック 東大阪市若江本町三丁目１番２号常　勤:    1長　西岡　弘樹 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658350-13716 ぴあクリニック 〒577-0807 06-6729-3440三好　裕子 三好　裕子 平29. 5. 1精   心内 診療所
     東大阪市菱屋西１丁目１７番２２常　勤:    1 新規 現存
     号プレミアム菱屋西１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658450-13724 大友クリニック 〒578-0942 06-4309-8112大友　貴志 大友　貴志 平29. 6. 1外   整外 内  診療所
     東大阪市若江本町２－１０－１３常　勤:    1 新規 リハ 皮   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658550-13732 しげまつ整形外科・手〒577-0034 06-6787-5252重松　浩司 重松　浩司 平29. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     の外科クリニック 東大阪市御厨南２丁目１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
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 658650-13740 ていこころのクリニッ〒577-0802 06-6732-5567鄭　庸勝 鄭　庸勝 平29. 8. 1精   心内 診療所
     ク 東大阪市小阪本町２丁目２番１２常　勤:    1 新規 現存
     号小林クリニックビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658750-13757 医療法人正友会　中岡〒577-0034 06-6781-5871医療法人正友会　理事中岡　則和 平29. 7. 3整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 東大阪市御厨南一丁目１番１１号常　勤:    1長　中岡　則和 移転 現存
     (医       1) 平29. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658850-13765 たつの胃腸科整形外科〒577-0833 06-6729-9200龍野　光蔵 龍野　光蔵 平29. 8. 1内   胃   整外診療所
     東大阪市柏田東町９番２０号長瀬常　勤:    1 継承 リハ 現存
     アーバンハイツ１階 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 658950-13773 瓢箪山斉藤眼科 〒579-8051 072-981-5633齋藤　英子 齋藤　英子 平29. 9. 1眼   形外 リハ診療所
     東大阪市瓢箪山町３－６カワグチ常　勤:    1 新規 現存
     瓢箪山ビル２Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659050-13781 医療法人今喜会　今中〒577-0056 06-6785-6333医療法人今喜会　理事今中　康文 平29. 8. 1小   診療所
     小児科 東大阪市長堂三丁目１８番４号　常　勤:    1長　今中　康文 移転 現存
     今中ビル (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659150-13799 医療法人　あい内科ク〒578-0931 072-943-1206医療法人あい内科クリ柳井　恵梨 平29. 9. 1内   診療所
     リニック 東大阪市花園東町２丁目６番３５常　勤:    2ニック　理事長　柳井 組織変更 現存
     号 (医       2)　恵梨 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659250-13807 医療法人博和会　おさ〒578-0924 072-940-7777医療法人博和会　理事小坂　博久 平29. 9. 1内   消   外  診療所
     かクリニック 東大阪市吉田６丁目１－２７ 常　勤:    1長　小坂　博久 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659350-13815 原田整形外科 〒577-0007 06-6745-0088原田　明久 原田　明久 平30. 1. 1整外 外   リウ診療所
     東大阪市稲田本町三丁目３番地１常　勤:    1 継承 リハ 現存
     ３号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659450-13823 医療法人俊清会　なが〒577-0007 06-6746-5585医療法人俊清会　理事長倉　俊樹 平30. 3. 1内   循   診療所
     くら内科クリニック 東大阪市稲田本町二丁目１２番２常　勤:    1長　長倉　俊樹 組織変更 現存
     ４号 (医       1) 平30. 3. 1
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 659550-13831 医療法人誠丞会　よね〒578-0972 06-6748-7575医療法人誠丞会　理事米田　丞 平30. 3. 1眼   整外 外  診療所
     だ眼科・整形外科クリ東大阪市鴻池町二丁目１番２９号常　勤:    2長　米田　丞 組織変更 リハ 現存
     ニック 協栄ハイツ１階 (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659650-13849 医療法人啓仁会　朝隈〒577-0802 06-6721-7100医療法人啓仁会朝隈医朝隈　豊 平30. 5. 1内   消   診療所
     医院 東大阪市小阪本町一丁目６番１号常　勤:    1院　理事長　朝隈　豊 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659750-13856 えとうクリニック 〒577-0803 06-6730-6266衛藤　昌樹 衛藤　昌樹 平30. 5. 7神内 内   診療所
     東大阪市下小阪５丁目１５－８エ常　勤:    1 新規 現存
     ストヴェルジュ１階 (医       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659850-13864 のいり眼科 〒577-0817 06-6721-4736浜口　輝美 浜口　輝美 平30. 6. 1眼   診療所
     東大阪市近江堂２丁目１０番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 659952-01576 医療法人京昭会　ツヂ〒534-0014 06-6922-1236医療法人　京昭会　理辻　大 昭51. 4. 1一般        24病院
     病院 大阪市都島区都島北通１－２２－常　勤:    3事長　辻　大 新規 療養        75現存
     ６ (医       3) 平30. 4. 1内   外   脳外
     非常勤:   30 整外 皮   放  
     (医      30) リハ こう 消  
     呼   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660052-01766 医療法人新明会　神原〒534-0011 06-6923-3351医療法人新明会　理事神原　紀子 昭56. 4. 1一般 病院
     病院 大阪市都島区高倉町一丁目１０番常　勤:    3長　神原　紀子 組織変更     一般    63現存
     ５号 (医       3) 平29. 4. 1内   外   ひ  
     非常勤:   22 小   麻   循  
     (医      22) 消   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660152-01774 社会医療法人明生会　〒534-0024 06-6353-3121社会医療法人明生会　久恒　洋 昭56. 4. 1一般       195病院
     明生病院 大阪市都島区東野田町二丁目４番常　勤:    9理事長　佐藤　利行 組織変更 内   胃   循  現存
     ８号 (医       9) 平29. 4. 1外   整外 脳外
     非常勤:   40 皮   ひ   リハ
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660252-01873 平尾クリニック 〒534-0011 06-6925-1188平尾　元彦 平尾　元彦 昭58. 2. 1内   呼   胃  診療所
     大阪市都島区高倉町三丁目５番３常　勤:    1 新規 循   小   放  現存
     号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660352-01972 豊小児科 〒534-0016 06-6928-1112豊　徹 豊　徹 昭61. 5. 1小   診療所
     大阪市都島区友渕町一丁目５番４常　勤:    1 新規 現存
     号ベルパークシティＦ棟２号室 (医       1) 平28. 5. 1
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 660452-01998 医療法人新明会　阿部〒534-0016 06-6922-6971医療法人　新明会　理阿部　正喜 昭61. 7. 1内   診療所
     クリニック 大阪市都島区友渕町１－５－４ベ常　勤:    1事長　神原　紀子 新規 現存
     ル・パークシティＦ棟１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660552-02004 沢田医院 〒534-0025 06-6351-3980澤田　昌久 澤田　昌久 昭61. 6. 1内   診療所
     大阪市都島区片町二丁目９番３９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660652-02012 医療法人正和会　協和〒534-0024 06-6357-1131医療法人正和会　理事高原　衍彦 昭61. 9. 1一般       128病院
     病院 大阪市都島区東野田町五丁目２番常　勤:    5長　佐藤　利行 組織変更 その他      50現存
     ２５号 (医       5) 平28. 9. 1内   外   整外
     非常勤:   34 リハ 
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660752-02079 駒木医院 〒534-0022 06(6921)7361駒木　忠誠 駒木　忠誠 昭63. 1. 1内   小   リハ診療所
     大阪市都島区都島中通２－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660852-02087 医療法人　大内医院 〒534-0022 06-6923-2961医療法人　大内医院　大内　敏弘 昭63. 1. 1内   小   診療所
     大阪市都島区都島中通三丁目２３常　勤:    1理事長　大内　敏弘 組織変更 休止
     番２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 660952-02129 社会医療法人明生会　〒534-0024 06-6357-5791社会医療法人明生会　 田　益司 昭63. 7. 1一般        54病院
     明生記念病院 大阪市都島区東野田町２－８－１常　勤:    3理事長　佐藤　利行 新規 内   現存
     ２ (医       3) 平24. 7. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661052-02145 医療法人　竹谷クリニ〒534-0021 06-6924-2325医療法人竹谷クリニッ竹谷　哲 昭64. 1. 1内   胃   外  診療所
     ック 大阪市都島区都島本通二丁目１６常　勤:    1ク　理事長　竹谷　哲 組織変更 リハ 現存
     番１１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661152-02186 医療法人　泉野医院 〒534-0021 06-6921-0187医療法人　泉野医院　泉野　良夫 昭32. 7. 1内   呼   循  診療所
     大阪市都島区都島本通四丁目２０常　勤:    1理事長　泉野　良夫 新規 小   放   現存
     番３５号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661252-02210 医療法人　たにクリニ〒534-0016 06-6925-3655医療法人　たにクリニ谷　信行 昭57. 7. 1内   小   消  診療所
     ック 大阪市都島区友渕町三丁目４番２常　勤:    1ック　理事長　谷　信 組織変更 外   リハ 現存
     ２－１０４号 (医       1)行 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 661352-02228 医療法人　坂口診療所〒534-0024 06-6358-0168医療法人坂口診療所　坂口　敬人 昭50. 9. 1精   神   神内診療所
     大阪市都島区東野田町五丁目２番常　勤:    1理事長　坂口　敬人 組織変更 内   現存
     ２３号京橋セントラルビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661452-02277 京橋耳鼻咽喉科 〒534-0023 06-6921-0242高島　凱夫 高島　凱夫 平元.10. 1耳い 気食 診療所
     大阪市都島区都島南通二丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661552-02285 医療法人福愛会　いん〒534-0001 06-6922-2526医療法人福愛会　理事忌部　周 平 2. 1. 1内   呼   アレ診療所
     べ診療所 大阪市都島区毛馬町一丁目８番４常　勤:    2長　忌部　実 組織変更 外   皮   放  現存
     号 (医       2) 平29. 1. 1リハ 
     非常勤:    1 内科、呼吸器内
     (医       1) 科、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661652-02392 桑山眼科医院 〒534-0021 06(6921)3922桑山　信也 桑山　信也 平 3. 8. 1眼   診療所
     大阪市都島区都島本通３－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ４サニータウンニッシン２階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661752-02426 医療法人　武内小児科〒534-0015 06-6922-4158医療法人　武内小児科武内　克郎 平 4. 4. 1小   内   診療所
     大阪市都島区善源寺町二丁目３番常　勤:    1　理事長　武内　克郎 新規 現存
     ２５号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661852-02483 医療法人桜希会　東朋〒534-0023 06-6923-6226医療法人桜希会　理事石田　勲 平 4. 8. 1一般       100病院
     病院 大阪市都島区都島南通二丁目８番常　勤:    5長　石田　勲 組織変更 内   呼内 外  現存
     ９号 (医       5) 平28. 8. 1消   整外 アレ
     非常勤:   18 リハ 精   
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 661952-02491 医療法人　小西耳鼻咽〒534-0024 06-6353-3387医療法人　小西耳鼻咽寺田　美保 平 5. 5. 1耳い 診療所
     喉科医院 大阪市都島区東野田町四丁目８番常　勤:    1喉科医院　理事長　寺 移転 現存
     ４号 (医       1)田　美保 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662052-02509 公益財団法人大阪市救〒534-0023 06-6928-3333公益財団法人大阪市救遠山　祐司 平 5. 6.16内   小   診療所
     急医療事業団　都島休大阪市都島区都島南通一丁目２４常　勤:    1急医療事業団　理事長 移転 現存
     日急病診療所 番２３号 (医       1)　甲田　伸一 平29. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662152-02582 原医院 〒534-0021 06(6921)0862原　豊人 原　豊人 平 6. 6. 1内   小   皮  診療所
     大阪市都島区都島本通３－１－５常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
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 662252-02624 医療法人　池田医院 〒534-0002 06-6921-1994医療法人池田医院　理池田　博胤 平 6.10. 1内   小   放  診療所
     大阪市都島区大東町一丁目９番１常　勤:    2事長　池田　博胤 移転 現存
     号 (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662352-02640 得能クリニック 〒534-0011 06-6925-3301得能　永夫 得能　永夫 平 7. 3. 1整外 内   脳外診療所
     大阪市都島区高倉町一丁目１１番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ３号クオーレＶＥＧＡⅡ１階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662452-02657 池田耳鼻咽喉科 〒534-0002 06-6928-3741池田　利夫 池田　利夫 平 7. 4. 1耳い 診療所
     大阪市都島区大東町一丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662552-02681 久保クリニック 〒534-0013 06-6925-0508久保　玲子 久保　玲子 平 7.12. 1内   外   リハ診療所
     大阪市都島区内代町一丁目１番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662652-02715 おぐる医院 〒534-0001 06-6925-3770小畔　美弥子 小畔　美弥子 平 8. 4. 1内   精   神内診療所
     大阪市都島区毛馬町二丁目１１番常　勤:    2 新規 心内 現存
     リバーサイド城北３６棟１０７号(医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662752-02764 医療法人　竹村クリニ〒534-0021 06-6921-3541医療法人　竹村クリニ竹村　滋 平 8. 7. 1内   消   循  診療所
     ック 大阪市都島区都島本通三丁目７番常　勤:    1ック　理事長　竹村　 組織変更 現存
     ８号 (医       1)滋 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662852-02772 医療法人尽生会　聖和〒534-0027 06-6352-2525医療法人　尽生会　理京　文靖 平 8. 7. 1一般        96病院
     病院 大阪市都島区中野町一丁目７番３常　勤:    7事長　京　文靖 組織変更 療養        32現存
     ２号 (医       7) 平29. 7. 1整外 内   外  
     非常勤:   18 消   小   ひ  
     (医      18) 放   皮   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 662952-02848 山本医院 〒534-0022 06-6925-0182山本　義浩 山本　義浩 平 9. 4. 1内   循   診療所
     大阪市都島区都島中通三丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663052-02855 吉見医院 〒534-0002 06-6921-5317吉見　宏樹 吉見　宏樹 平 9. 4.16循   内   小  診療所
     大阪市都島区大東町一丁目１０番常　勤:    1 継承 現存
     ２７号 (医       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 663152-02863 コープ都島クリニック〒534-0021 06-6923-3719なにわ保健生活協同組山下　正人 平 9. 6. 1内   小   循  診療所
     大阪市都島区都島本通三丁目１７常　勤:    1合　理事長　山下　正 移転 消   整外 アレ現存
     番１０号 (医       1)人 平30. 6. 1リハ 放   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663252-02871 医療法人　仁松会　西〒534-0001 06-6921-2255医療法人仁松会　理事土井　史恵 平 9. 7. 1内   診療所
     脇診療所 大阪市都島区毛馬町三丁目２番２常　勤:    2長　西脇　作 組織変更 現存
     号 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663352-02913 医療法人　藤井クリニ〒534-0024 06-6352-5100医療法人藤井クリニッ藤井　浩二 平10. 1. 1精   神内 心内診療所
     ック 大阪市都島区東野田町一丁目２１常　勤:    1ク　理事長　藤井　浩 組織変更 現存
     番７号富士林プラザ１０番館 (医       1)二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663452-02962 齊藤クリニック 〒534-0027 06-6356-1610齊藤　良夫 齊藤　良夫 平11. 1. 1内   心内 精  診療所
     大阪市都島区中野町四丁目１０番常　勤:    1 新規 整外 現存
     ６号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663552-03069 酒谷皮フ科クリニック〒534-0014 06-6928-7122酒谷　省子 酒谷　省子 平12. 1. 1皮   診療所
     大阪市都島区都島北通一丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １８号エイトビル２階２０７号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663652-03077 医療法人　小路眼科ク〒534-0011 06-6929-1122医療法人　小路眼科ク小路　万里 平12. 1. 1眼   診療所
     リニック 大阪市都島区高倉町二丁目１番４常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 現存
     号ＭＥＣビル２階 (医       1)路　万里 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663752-03101 藤田耳鼻咽喉科 〒534-0016 06-6926-6338藤田　隆夫 藤田　隆夫 平12. 6. 1耳い アレ 診療所
     大阪市都島区友渕町二丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号ともぶちクリニックビル３階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663852-03119 浅田整形外科 〒534-0016 06-6926-1886浅田　雄一 浅田　雄一 平12. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市都島区友渕町二丁目１番５常　勤:    1 新規 外   現存
     号ともぶちクリニックビル１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 663952-03127 あさいこどもクリニッ〒534-0016 06-6926-1850浅井　定三郎 浅井　定三郎 平12. 6. 1小   アレ 診療所
     ク 大阪市都島区友渕町二丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号ともぶちクリニックビル２階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664052-03143 京橋木村メンタルクリ〒534-0024 06-6882-0199木村　均 木村　均 平12. 9. 1心内 精   神  診療所
     ニック 大阪市都島区東野田町二丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ７号Ｋ２ビル４階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 664152-03150 ふなうち内科クリニッ〒534-0016 06-4253-5070船内　武司 船内　武司 平12.11. 1内   循   診療所
     ク 大阪市都島区友渕町二丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号ともぶちクリニックビル４階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664252-03176 川村レディースクリニ〒534-0024 06-6355-5010川村　泰弘 川村　泰弘 平13. 7. 1婦   内   診療所
     ック 大阪市都島区東野田町二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １９号ＭＦＫ京橋駅前ビル３階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664352-03200 医療法人　くぜ小児科〒534-0013 06-6958-6210医療法人　くぜ小児科久世　晋德 平13. 7. 1小   診療所
     大阪市都島区内代町二丁目１３番常　勤:    1　理事長　久世　晋德 組織変更 現存
     ２号グランドメゾン都島１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664452-03218 医療法人健彩会　石川〒534-0024 06-6352-9027医療法人健彩会　理事石川　賀弘 平13. 7. 1眼   診療所
     医院 大阪市都島区東野田町二丁目９番常　勤:    1長　石川　賀弘 組織変更 現存
     １２号松和京橋第２ビル７階 (医       1) 平19. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664552-03226 医療法人裕心会　おち〒534-0021 06-6921-1851医療法人裕心会　理事越智　友子 平13. 7. 1精   心内 診療所
     クリニック 大阪市都島区都島本通一丁目７番常　勤:    1長　越智　友子 組織変更 現存
     １９号都島楠風ビル６Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664652-03242 柏井内科 〒534-0016 06-6926-3101柏井　卓 柏井　卓 平13.10. 1内   診療所
     大阪市都島区友渕町一丁目６番３常　勤:    1 新規 現存
     号ローレルスクエア都島ノースウ(医       1) 平25.10. 1
     イング１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664752-03267 しらかみ眼科 〒534-0001 06-6929-0707白紙　靖之 白紙　靖之 平13.10. 1眼   診療所
     大阪市都島区毛馬町二丁目１番１常　勤:    2 新規 現存
     ７号１階 (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664852-03291 医療法人　柳田内科 〒534-0023 06-6922-5245医療法人　柳田内科　柳田　徹 平13. 9.10内   診療所
     大阪市都島区都島南通二丁目４番常　勤:    1理事長　柳田　徹 移転 現存
     ８号 (医       1) 平25. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 664952-03309 医療法人　北村医院 〒534-0025 06-6351-6764医療法人　北村医院　北村　俊雄 平14. 1. 1内   神内 循  診療所
     大阪市都島区片町二丁目４番５号常　勤:    1理事長　北村　俊雄 組織変更 呼   現存
     京橋駅前ビル地下１階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665052-03333 特別養護老人ホームひ〒534-0021 06-6924-8880社会福祉法人都島友の東　隆 平14. 4. 1内   外   診療所
     まわりの郷診療所 大阪市都島区都島本通四丁目１０常　勤:    1会　理事長　渡久地　 新規 現存
     番１９号 (医       1)歌子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 665152-03408 なにわ保健生活協同組〒534-0001 06-6927-1135なにわ保健生活協同組右馬　隆之 平14. 7. 1内   循   消  診療所
     合　コープ淀川クリニ大阪市都島区毛馬町四丁目４番６常　勤:    1合　理事長　山下　正 移転 整外 小   放  現存
     ック 号 (医       1)人 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665252-03416 こばし内科クリニック〒534-0027 06-6882-2385小橋　裕司 小橋　裕司 平14.11. 1内   胃   診療所
     大阪市都島区中野町三丁目５番３常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665352-03432 医療法人　菅澤眼科医〒534-0024 06-6351-2341医療法人菅澤眼科医院菅澤　啓二 平14.12. 1眼   診療所
     院 大阪市都島区東野田町四丁目９番常　勤:    1　理事長　菅澤　啓二 移転 現存
     １４号 (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665452-03440 医療法人けやき会　や〒534-0013 06-6954-0100医療法人けやき会　理矢木　泰弘 平15. 1. 1内   呼   診療所
     ぎクリニック 大阪市都島区内代町一丁目２番３常　勤:    1事長　矢木　泰弘 組織変更 現存
     ２号サンシャイン８８　１階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665552-03457 医療法人　ますたに呼〒534-0025 06-6351-2322医療法人ますたに呼吸舛谷　仁丸 平15. 1. 1一般         7診療所
     吸器クリニック 大阪市都島区片町一丁目５番４号常　勤:    1器クリニック　理事長 組織変更 呼   内   アレ現存
     栄ビル４階 (医       1)　舛谷　仁丸 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665652-03465 医療法人社団宏久会　〒534-0024 06-6922-0890医療法人社団宏久会　泉岡　利雄 平15. 1. 1内   循   小  診療所
     泉岡医院 大阪市都島区東野田町五丁目５番常　勤:    1理事長　泉岡　利雄 移転 放   現存
     ８号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665752-03507 池田整形外科 〒534-0002 06-6924-8558池田　憲昭 池田　憲昭 平15.11. 1整外 リハ 診療所
     大阪市都島区大東町一丁目９番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665852-03515 きょうかわ整形外科ク〒534-0011 06-6926-2835京川　進 京川　進 平16. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 大阪市都島区高倉町二丁目９番８常　勤:    1 新規 現存
     号高倉マンション１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 665952-03523 医療法人梅本会　梅本〒534-0015 06-6924-3387医療法人梅本会　理事梅本　匡則 平16. 1. 1耳い アレ 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市都島区善源寺町一丁目５番常　勤:    1長　梅本　匡則 組織変更 現存
     ５４号都島高砂ビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 666052-03549 橋爪医院 〒534-0022 06-4253-3337橋爪　誠 橋爪　誠 平16. 6. 1内   心内 呼  診療所
     大阪市都島区都島中通三丁目４番常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ５号ロイヤルハイム一冨士１階１(医       1) 平28. 6. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666152-03564 医療法人　内田皮膚科〒534-0013 06-6925-1800医療法人内田皮膚科　内田　惠子 平16. 7. 1皮   診療所
     大阪市都島区内代町一丁目１番２常　勤:    1理事長　内田　惠子 組織変更 現存
     ８号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666252-03580 安芸医院 〒534-0027 06-6881-2005安藝　敏彦 安藝　敏彦 平16. 9. 1外   内   胃  診療所
     大阪市都島区中野町一丁目３番１常　勤:    1 新規 こう 現存
     ８号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666352-03614 医療法人　紀光会　平〒534-0027 06-6929-8028医療法人　紀光会　理平井　信光 平17. 1. 1内   小   診療所
     井クリニック 大阪市都島区中野町五丁目１３番常　勤:    1事長　平井　信光 組織変更 現存
     ４号タワープラザアベニュー１階(医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666452-03630 医療法人　とおやま耳〒534-0012 06-6923-4187医療法人　とおやま耳遠山　祐司 平17. 4. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科 大阪市都島区御幸町一丁目９番１常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　遠 移転 現存
     号 (医       1)山　祐司 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666552-03671 医療法人杏皇会　こま〒534-0024 06-6881-2595医療法人杏皇会　理事 本　卓也 平18. 1. 1外   形外 皮  診療所
     ちクリニック 大阪市都島区東野田町二丁目９番常　勤:    2長　 本　卓也 組織変更 現存
     ７号　Ｋ２ビル２階 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666652-03705 中西メンタルクリニッ〒534-0021 06-4253-7830中西　重裕 中西　重裕 平18. 5. 1心内 神   精  診療所
     ク 大阪市都島区都島本通三丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ２号セレクト都島ビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666752-03713 ひらやまクリニック 〒534-0024 06-6355-3637平山　智英 平山　智英 平18. 5. 1心内 神   精  診療所
     大阪市都島区東野田町一丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １６号ワタヤコスモスビル６階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666852-03721 鈴木内科クリニック 〒534-0024 06-6351-1002鈴木　緑郎 鈴木　緑郎 平18. 5. 1内   循   呼  診療所
     大阪市都島区東野田町二丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ７号Ｋ２ビル１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 666952-03739 小林産婦人科 〒534-0014 06-6924-0934小林　史典 小林　史典 平18. 4. 1一般         5診療所
     大阪市都島区都島北通一丁目１４常　勤:    1 組織変更 産婦 現存
     番２４号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667052-03762 自然堂井上クリニック〒534-0024 06-6358-0611井上　啓史 井上　啓史 平18.11. 1内   診療所
     大阪市都島区東野田町二丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １０号河合京橋ビル４階 (医       1) 平24.11. 1
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 667152-03796 医療法人　医聖会　玉〒534-0021 06-6925-0806医療法人　医聖会　理玉城　博任 平19. 1. 1内   神内 リハ診療所
     城クリニック 大阪市都島区都島本通一丁目２１常　勤:    1事長　玉城　博任 組織変更 アレ 皮   麻  現存
     番２２号メディコート２階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667252-03804 医療法人　慈修会　青〒534-0024 06-6351-7155医療法人　慈修会　理青木　基 平19. 1. 1一般    診療所
     木医院 大阪市都島区東野田町二丁目２番常　勤:    2事長　青木　基 組織変更 耳い 皮   現存
     ２１号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667352-03812 医療法人正正会　分野〒534-0024 06-6351-0002医療法人正正会　理事分野　正雄 平19. 1. 1一般        52病院
     病院 大阪市都島区東野田町五丁目３番常　勤:    3長　分野　正雄 組織変更 療養        48現存
     ３３号 (医       3) 平25. 1. 1精   神   神内
     非常勤:   12 内   
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667452-03820 医療法人正正会　ワケ〒534-0024 06-6357-0007医療法人正正会　理事錦織　壮 平19. 1. 1精   神内 診療所
     ノ・クリニック 大阪市都島区東野田町五丁目５番常　勤:    1長　分野　正雄 組織変更 現存
     １号分野・正真会ビル３・４階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667552-03838 しゃくど循環器・内科〒534-0011 06-6927-7001赤土　正洋 赤土　正洋 平19. 3. 1循   内   診療所
     大阪市都島区高倉町二丁目９番８常　勤:    1 新規 現存
     号高倉マンション１階 (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667652-03846 京橋杉本クリニック 〒534-0024 06-6242-8419杉本　賢治 杉本　賢治 平19. 5. 1ひ   形外 皮  診療所
     大阪市都島区東野田町二丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １５号植嶋ビル５階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667752-03853 医療法人新明会　都島〒534-0021 06-6923-3501医療法人新明会　理事呉　隆進 平19. 5. 1放   診療所
     放射線科クリニック 大阪市都島区都島本通一丁目１６常　勤:    2長　神原　紀子 新規 現存
     番２２号 (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667852-03861 こうり眼科クリニック〒534-0015 06-6929-4346洪里　卓志 洪里　卓志 平19. 7. 1眼   診療所
     大阪市都島区善源寺町一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ５４号都島高砂ビル５階 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 667952-03879 医療法人　ふるおかク〒534-0013 06-6951-2666医療法人ふるおかクリ古岡　範彦 平19. 7. 1内   脳外 リハ診療所
     リニック 大阪市都島区内代町二丁目３番２常　勤:    1ニック　理事長　古岡 組織変更 放   現存
     ４号 (医       1)　範彦 平25. 7. 1
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 668052-03911 社会医療法人弘道会　〒534-0027 06-6922-9090社会医療法人弘道会　津田　恭 平20. 4. 1放   脳外 診療所
     都島ＰＥＴ画像診断ク大阪市都島区中野町五丁目１５番常　勤:    3理事長　生野　弘道 新規 現存
     リニック ２１号 (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668152-03929 医療法人正正会　京橋〒534-0024 06-6354-9000医療法人正正会　理事分野　正敢 平20. 7. 1内   循   消  診療所
     さくらクリニック 大阪市都島区東野田町三丁目１３常　勤:    1長　分野　正雄 新規 精   現存
     番９号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668252-03937 つつみ整形外科・皮膚〒534-0015 06-6927-2231堤　眞悟 堤　眞悟 平20. 9. 1整外 皮   リハ診療所
     科クリニック 大阪市都島区善源寺町二丁目２番常　勤:    2 新規 リウ 現存
     ２２号２階善源寺メディカルモー(医       2) 平26. 9. 1
     ル
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668352-03952 医療法人栄新会　東野〒534-0024 06-6881-2504医療法人栄新会　理事早瀬　博史 平20.10. 1眼   診療所
     田町クリニック 大阪市都島区東野田町二丁目３番常　勤:    1長　杉野　栄太 組織変更 現存
     １４号大京本社ビル４階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668452-04018 医療法人美喜有会　整〒534-0013 06-6954-1155医療法人美喜有会　理加藤　秀一 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科みきゆうクリニ大阪市都島区内代町一丁目７番１常　勤:    2事長　坂本　貞範 新規 外   内   精  現存
     ック １号 (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668552-04026 医療法人　いわさき眼〒534-0021 06-6926-5266医療法人いわさき眼科岩﨑　哲也 平21. 7. 1眼   診療所
     科クリニック 大阪市都島区都島本通二丁目１５常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番７号 (医       1)岩﨑　哲也 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668652-04034 田渕医院 〒534-0012 06-6921-0260田渕　幸子 田渕　幸子 平21.12. 1内   皮   放  診療所
     大阪市都島区御幸町二丁目５番３常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668752-04059 医療法人恵聖会　恵聖〒534-0024 06-6242-5620医療法人恵聖会　理事鬼頭　恵司 平22.12. 4外   形外 皮  診療所
     会クリニック 大阪市都島区東野田町二丁目３番常　勤:    1長　鬼頭　恵司 移転 ひ   婦   現存
     １９号ＭＦＫ京橋駅前ビル５Ｆ (医       1) 平28.12. 4
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 668852-04075 こおりやま小児科 〒534-0015 06-6926-1155郡山　健 郡山　健 平23. 5. 1小   診療所
     大阪市都島区善源寺町２丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号善源寺メディカルモール２(医       1) 平29. 5. 1
     階
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 668952-04109 医療法人　こんどうク〒534-0011 06-6924-7654医療法人こんどうクリ金銅　康之 平23. 7. 1内   整外 診療所
     リニック 大阪市都島区高倉町１丁目７番７常　勤:    1ニック　理事長　金銅 組織変更 現存
     号 (医       1)　康之 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669052-04125 医療法人秋桜会　秋桜〒534-0021 06-6922-0303医療法人秋桜会　理事王　昭崇 平23.10. 1内   外   消  診療所
     会クリニック 大阪市都島区都島本通５丁目１４常　勤:    2長　来島　泰秋 組織変更 リハ 現存
     番１１号 (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669152-04133 医療法人隆由会　整形〒534-0001 06-6922-0450医療法人隆由会　理事大瀧　隆博 平24. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     外科おおたきクリニッ大阪市都島区毛馬町２丁目１０番常　勤:    2長　大瀧　隆博 組織変更 外   現存
     ク ３３号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669252-04141 くぼ整形外科クリニッ〒534-0021 06-6924-7070久保　隆彦 久保　隆彦 平24. 4. 1整外 診療所
     ク 大阪市都島区都島本通１－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ９楠風ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669352-04158 医療法人　博勇会　大〒534-0002 06-6921-5461医療法人　博勇会　理大道　信告 平24. 6. 1内   皮   放  診療所
     道医院 大阪市都島区大東町２丁目２１番常　勤:    2事長　大道　信告 移転 リハ 現存
     １２号 (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669452-04166 医療法人　伊原クリニ〒534-0011 06-6926-3123医療法人　伊原クリニ伊原　千尋 平24. 7. 1内   診療所
     ック 大阪市都島区高倉町２丁目１番４常　勤:    1ック　理事長　伊原　 組織変更 現存
     号ＭＥＣビル３階 (医       1)千尋 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669552-04174 はやかわ眼科 〒534-0021 06-6922-8998早川　公章 早川　公章 平24. 8. 1眼   診療所
     大阪市都島区都島本通３－２４－常　勤:    1 組織変更 現存
     ７ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669652-04190 医療法人秋桜会　秋桜〒534-0021 06-6923-0870医療法人秋桜会　理事来島　泰秋 平24.11. 1内   透析 診療所
     会ファミリークリニッ大阪市都島区都島本通４丁目２４常　勤:    1長　来島　泰秋 新規 現存
     ク 番１９号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669752-04216 医療法人　隆由会　り〒534-0023 06-6927-2727医療法人　隆由会　理西條　雅康 平25. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ゅうゆう会整形外科 大阪市都島区都島南通２丁目１４常　勤:    2事長　大瀧　隆博 新規 外   和漢 現存
     番２５号 (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 669852-04224 氷室クリニック 〒534-0021 06-6167-5081氷室　公秀 氷室　公秀 平25. 6. 1神内 内   診療所
     大阪市都島区都島本通１丁目４番常　勤:    2 新規 現存
     ２２号 (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 669952-04232 医療法人　桜翠会　武〒534-0023 06-6929-5300医療法人　桜翠会　理佐藤　弘直 平25. 6. 1内   消   診療所
     井クリニック 大阪市都島区都島南通一丁目２０常　勤:    1事長　武井　雄一郎 組織変更 休止
     番１３号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670052-04240 みさきクリニック 〒534-0024 06-6585-0611鮒田　貴 鮒田　貴 平25. 8. 1内   外   診療所
     大阪市都島区東野田町１丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番１４－７０８号 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670152-04257 中村耳鼻咽喉科 〒534-0014 06-6925-7833中村　有希 中村　有希 平25. 7. 1耳い 診療所
     大阪市都島区都島北通一丁目３番常　勤:    2 移転 現存
     １８号エイトビル１階 (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670252-04265 おたきクリニック 〒534-0014 06-6180-6700小瀧　慶長 小瀧　慶長 平26. 2. 1内   診療所
     大阪市都島区都島北通１丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     －１３ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670352-04273 遠藤クリニック 〒534-0021 06-6929-0601遠藤　淳 遠藤　淳 平26. 4. 1外   内   消  診療所
     大阪市都島区都島本通３丁目１６常　勤:    1 移転 こう リハ 現存
     番１０号福祉ビル１階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670452-04281 梅川クリニック 〒534-0021 06-6167-7788梅川　徹 梅川　徹 平26. 7. 1ひ   内   診療所
     大阪市都島区都島本通３丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番７号（Ｋ－１ビル４階） (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670552-04299 名和眼科 〒534-0025 06-4801-8877名和　良晃 名和　良晃 平26. 7. 1眼   診療所
     大阪市都島区片町２丁目３番５１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670652-04307 医療法人健雄会　明仁〒534-0027 06-6355-3340医療法人健雄会　理事蘆田　明雄 平26. 7. 1内   皮   形外診療所
     メディカルクリニック大阪市都島区中野町一丁目２番１常　勤:    1長　蘆田　明雄 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670752-04315 医療法人浩佑会　ごと〒534-0015 06-6924-8868医療法人浩佑会　理事後藤　浩之 平26. 7. 1内   呼   アレ診療所
     う内科クリニック 大阪市都島区善源寺町２丁目２番常　勤:    1長　後藤　浩之 組織変更 現存
     ２２号善源寺メディカルモール２(医       1) 平26. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 670852-04331 濵田眼科 〒534-0023 06-6921-6908濵田　潤 濵田　潤 平26. 8. 1眼   診療所
     大阪市都島区都島南通２丁目１４常　勤:    1 継承 現存
     番２４号 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 670952-04356 医療法人　天野クリニ〒534-0002 06-6927-7500医療法人天野クリニッ天野　祐一 平26. 9. 1内   整外 リハ診療所
     ック 大阪市都島区大東町二丁目５番２常　勤:    1ク　理事長　天野　祐 移転 リウ 現存
     ４号 (医       1)一 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671052-04364 大阪市立総合医療セン〒534-0021 06-6929-1221地方独立行政法人大阪瀧藤　伸英 平26.10. 1一般       975地域支援
     (52-64364 ) ター 大阪市都島区都島本通２丁目１３常　勤:  407市民病院機構　理事長 組織変更 一般（感染） 病院
     －２２ (医     401)　瀧藤　伸英 平26.10. 1            33現存
     (歯       6) 精神        55
     非常勤:   57 内   精   神内
     (医      53) 呼   消   循  
     (歯       4) 小   外   整外
     形外 脳外 呼外
     心外 小外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯外 病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671152-04372 医療法人誠翠会　いわ〒534-0021 06-6928-0234医療法人誠翠会　理事岩田　伸子 平27. 1. 1耳い アレ 診療所
     た耳鼻咽喉科アレルギ大阪市都島区都島本通三丁目２０常　勤:    1長　岩田　伸子 組織変更 現存
     ー科クリニック 番３号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671252-04380 京橋クリニック 〒534-0024 06-6352-9028佐々原　学 佐々原　学 平27. 2. 1眼   診療所
     大阪市都島区東野田町２丁目９番常　勤:    1 組織変更 現存
     １２号松和京橋第２ビル４階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671352-04398 たかはし皮膚科クリニ〒534-0021 06-6922-7201髙橋　祐史 髙橋　祐史 平27. 7. 1皮   アレ 診療所
     ック 大阪市都島区都島本通４丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     番３号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671452-04406 糖尿病内科・内科　か〒534-0021 06-6929-7500川崎　勲 川崎　勲 平27. 9. 1内   診療所
     わさきクリニック 大阪市都島区都島本通２丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番４号カルナビル２階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671552-04422 川端産婦人科 〒534-0015 06-6925-6603川端　和女 川端　和女 平27.10.15婦   産   診療所
     大阪市都島区善源寺町２丁目２番常　勤:    2 新規 現存
     ２２号善源寺メディカルモール２(医       2) 平27.10.15
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 671652-04430 ふみもとクリニック 〒534-0016 06-6922-2100文元　建宇 文元　建宇 平27.10. 1循   内   診療所
     大阪市都島区友渕町２丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     ７ＭＹＳビル２階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671752-04448 オサ眼科 〒534-0016 06-6167-7433安井　由香 安井　由香 平27.12.12眼   診療所
     大阪市都島区友渕町２－１５－７常　勤:    1 新規 現存
     　３Ｆ (医       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671852-04455 こさか内科・内視鏡内〒534-0001 06-6926-3223小坂　英和 小坂　英和 平28. 1. 1内   診療所
     科 大阪市都島区毛馬町２－１－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 671952-04463 都島ほほえみクリニッ〒534-0001 06-7878-8899一般社団法人楽生会　眞弓　研作 平28. 3. 1内   麻   診療所
     ク 大阪市都島区毛馬町２丁目９番２常　勤:    1代表理事　真弓　研作 新規 現存
     ７号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672052-04471 かわい内科・胃腸内科〒534-0021 06-6180-6600河相　直樹 河相　直樹 平28. 5. 1内   消   胃  診療所
     クリニック 大阪市都島区都島本通２－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ６ジュネス都島１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672152-04489 ひげクリニック 〒534-0021 06-6929-5858髭　勝彰 髭　勝彰 平28. 7. 1循   内   リハ診療所
     大阪市都島区都島本通３丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番６号西田ビル１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672252-04497 医療法人　池田クリニ〒534-0025 06-6357-5585医療法人池田クリニッ池田　嘉宏 平28. 8. 1内   診療所
     ック　大阪 大阪市都島区片町一丁目５番４号常　勤:    1ク　理事長　池田　悠 組織変更 現存
     栄ビル３階 (医       1)子 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672352-04505 すぎもと医院 〒534-0027 06-6924-7077杉本　由文 杉本　由文 平28. 9. 1内   循   診療所
     大阪市都島区中野町５丁目３－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672452-04513 祐クリニック 〒534-0021 06-6926-0103道清　勉 道清　勉 平28.10. 1内   外   診療所
     大阪市都島区都島本通３丁目２８常　勤:    1 新規 現存
     番１２号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672552-04521 よしだクリニック 〒534-0013 06-6958-5231吉田　ひろみ 吉田　ひろみ 平28.12. 1内   診療所
     大阪市都島区内代町２丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ２グランドメゾン都島１Ｆ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672652-04539 大阪京橋ゆたかクリニ〒534-0024 06-6357-3450藤末　裕 藤末　裕 平29. 2. 1ひ   内   外  診療所
     ック 大阪市都島区東野田町３－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平29. 2. 1
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 672752-04547 医療法人　ケイ・レデ〒534-0014 06-6921-3313医療法人ケイ・レディ木元　正和 平29. 3. 1一般        12診療所
     ィースクリニック 大阪市都島区都島北通一丁目２２常　勤:    2ースクリニック　理事 組織変更 産婦 現存
     番１０号 (医       2)長　木元　正和 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672852-04554 くさかメンタルクリニ〒534-0021 06-6167-9393日下　博登 日下　博登 平29. 5. 1心内 精   診療所
     ック 大阪市都島区都島本通２丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番４号カルナビル４階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 672952-04562 あきこ皮フ科 〒534-0016 06-6922-1122境　亜紀子 境　亜紀子 平29. 6. 1皮   診療所
     大阪市都島区友渕町１丁目５－４常　勤:    1 新規 現存
     　Ｆ棟 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673052-04570 杉本泌尿器科 〒534-0021 06-6929-2100杉本　俊門 杉本　俊門 平30. 5. 1ひ   診療所
     大阪市都島区都島本通２－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ４カルナビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673153-00378 医療法人微風会　浜寺〒592-0003 072-261-2664医療法人　微風会　理木岡　哲郎 昭32.10. 1精神       694病院
     (53-60378 ) 病院 高石市東羽衣七丁目１０番３９号常　勤:   22事長　野木　渡 新規 精   内   歯  現存
     (医      20) 平29.10. 1
     (歯       1)
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       4)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673253-00543 医療法人博我会　高石〒592-0004 072-262-7700医療法人博我会　理事新木　明薫 昭35. 2. 1療養        88病院
     病院 高石市高師浜三丁目３番３１号 常　勤:    3長　山岡　久泰 新規 内   リハ 放  現存
     (医       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673353-00873 田崎医院 〒592-0012 0722-62-5670田崎　宗平 田崎　宗平 昭45. 6. 1内   小   放  診療所
     高石市西取石１－１１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673453-01111 高石特別養護老人ホー〒592-0013 072-275-1031社会福祉法人遺徳会　佐野　康雄 昭57. 4. 1内   外   整外診療所
     ム内診療所 高石市取石５－８－１５ 常　勤:    1理事長　嶋田　祐史 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673553-01145 杉山耳鼻咽喉科医院 〒592-0003 0722-64-5036杉山　絢子 杉山　絢子 昭59. 4. 1耳い 診療所
     高石市東羽衣二丁目６番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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 673653-01194 横山整形外科 〒592-0003 0722-65-3553横山　正弘 横山　正弘 昭61.10. 1整外 リハ リウ診療所
     高石市東羽衣五丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673753-01202 医療法人　吉村医院 〒592-0004 0722-61-8434医療法人 村医院　理吉村　文一 昭62. 1. 1小   アレ 診療所
     高石市高師浜三丁目１８番２３号常　勤:    2事長　吉村　文一 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673853-01236 医療法人　岩田医院 〒592-0002 072-261-0345医療法人岩田医院　理岩田　信生 昭62. 7. 1内   消   呼  診療所
     高石市羽衣一丁目１１番１２号 常　勤:    1事長　岩田　信生 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 673953-01319 医療法人協生会　玉川〒592-0005 0722-65-0115医療法人協生会　理事佐野　嘉子 昭63. 2. 1内   小   整外診療所
     診療所 高石市千代田五丁目１９番３号 常　勤:    2長　佐野　嘉子 組織変更 リハ 放   心内現存
     (医       2) 平28. 7. 1精   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674053-01327 小嶋整形外科クリニッ〒592-0013 0722-75-0560オジマ　ミハル オジマ　ミハル 平元. 7. 1外   整外 形外診療所
     ク 高石市取石二丁目３６番４０号 常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674153-01376 医療法人博友会　井上〒592-0014 072-261-2770医療法人博友会　井上井上　晴夫 平 2. 7. 1内   整外 リハ診療所
     医院 高石市綾園一丁目７番３号 常　勤:    1医院　理事長　井上　 組織変更 現存
     (医       1)晴夫 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674253-01384 仲里眼科医院 〒592-0004 0722-63-7300仲里　昌俊 仲里　昌俊 平 2. 8. 1眼   診療所
     高石市高師浜三丁目２１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674353-01517 内科・小児科横山医院〒592-0003 0722-63-5598横山　義弘 横山　義弘 平 7. 1. 1内   小   診療所
     高石市東羽衣三丁目１２番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674453-01541 武田内科 〒592-0002 0722-64-6604武田　弘 武田　弘 平 8.10. 1内   消   診療所
     高石市羽衣五丁目１２番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674553-01558 医療法人　池上耳鼻咽〒592-0002 072-262-4151医療法人　池上耳鼻咽池上　彰博 平 8.10. 1耳い 診療所
     喉科 高石市羽衣一丁目１０番１８号 常　勤:    1喉科　理事長　池上　 移転 現存
     (医       1)彰博 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 674653-01566 医療法人　医進会　高〒592-0012 072-262-1121医療法人　医進会　理髙田　信康 平 9. 2. 1一般        54病院
     石加茂病院 高石市西取石三丁目２３番１７号常　勤:    7事長　橋本　武志 組織変更 療養        24現存
     (医       7) 平30. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   32 胃   呼   循  
     (医      32) こう 放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674753-01574 岩橋クリニック 〒592-0002 0722-62-0152岩橋　正人 岩橋　正人 平 9. 4. 1神   精   診療所
     高石市羽衣一丁目１０番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674853-01582 アウェイク東羽衣診療〒592-0003 0722-66-4350社会福祉法人亨文会　金子　雅宏 平 9. 6. 1内   診療所
     所 高石市東羽衣二丁目１４番１８号常　勤:    1理事長　森田　忠彦 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 674953-01616 耳原高石診療所 〒592-0011 0722-65-8110社会医療法人同仁会　松葉　和己 平 9.10. 1内   小   診療所
     高石市加茂一丁目１番５号 常　勤:    1理事長　斉藤　和則 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675053-01624 医療法人植田会　植田〒592-0005 0722-61-2353医療法人　植田会　理田端　誠 平10.12. 1ひ   皮   形外診療所
     皮フひ尿器科 高石市千代田一丁目８番５号 常　勤:    1事長　大門　位守 移転 アレ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675153-01632 片山内科循環器科医院〒592-0005 0722-67-0611片山　治 片山　治 平11. 5. 1内   循   診療所
     高石市千代田一丁目１１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     ウエストプラザ高石２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675253-01640 医療法人一亀会　上森〒592-0013 0722-71-6222医療法人　一亀会　理松山　大樹 平11. 7. 1内   麻   診療所
     医院 高石市取石一丁目１２番４号 常　勤:    1事長　松山　大樹 組織変更 麻酔科、ペイン現存
     (医       1) 平29. 7. 1クリニック科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675353-01665 医療法人　育佑会　石〒592-0002 0722-61-1313医療法人　育佑会　理石田　雄三 平13. 1. 1産婦 小   アレ診療所
     田医院 高石市羽衣一丁目１０番１１号 常　勤:    2事長　石田　雄三 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675453-01699 医療法人　岡内科クリ〒592-0003 0722-67-2614医療法人　岡内科クリ岡　史朗 平13. 7. 1内   消   診療所
     ニック 高石市東羽衣五丁目７番４号 常　勤:    1ニック　理事長　岡　 組織変更 現存
     (医       1)史朗 平25. 7. 1
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 675553-01723 医療法人　沢田レディ〒592-0005 072-267-5200医療法人沢田レディー澤田　雄至 平15. 1. 1一般         7診療所
     ースクリニック 高石市千代田一丁目２６番１９号常　勤:    2スクリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　澤田　雄至 平27. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675653-01749 医療法人栄寿会　上田〒592-0014 072-261-2207医療法人栄寿会　理事大鶴　榮史 平15. 1. 1内   小   外  診療所
     医院 高石市綾園三丁目３番２４号 常　勤:    1長　大鶴　榮史 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675753-01756 市田内科クリニック 〒592-0014 072-266-0777市田　和裕 市田　和裕 平15. 4. 1内   診療所
     高石市綾園七丁目７番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675853-01764 医療法人あゆみ会　山〒592-0014 072-265-8791医療法人あゆみ会　理杉村　一誠 平15. 7. 1循   ひ   診療所
     口クリニック 高石市綾園一丁目１番２１号 常　勤:    2事長　山口　勝雄 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 675953-01772 医療法人　斉藤耳鼻咽〒592-0004 072-261-4822医療法人斉藤耳鼻咽喉齊藤　行彦 平15.11. 1耳い アレ 診療所
     喉科 高石市高師浜一丁目２番１１号 常　勤:    1科　理事長　齊藤　行 移転 現存
     (医       1)彦 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676053-01780 医療法人　岩田皮膚科〒592-0002 072-266-1616医療法人岩田皮膚科　岩田　 生 平16. 1. 1皮   診療所
     高石市羽衣一丁目１１番１２号 常　勤:    1理事長　岩田　博生 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676153-01798 とのぎ内科クリニック〒592-0012 072-262-0300井上　良一 井上　良一 平16. 4. 1内   診療所
     高石市西取石一丁目１７番地１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676253-01814 西村クリニック 〒592-0014 072-268-8181 村　昌憲 村　昌憲 平16. 7. 1内   外   消  診療所
     高石市綾園一丁目１０番１号 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676353-01822 石井医院 〒592-0003 0722-61-8091石井　望人 石井　望人 平17. 1. 1内   胃   呼  診療所
     高石市東羽衣二丁目２番１０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676453-01830 耳鼻咽喉科竹本クリニ〒592-0013 072-272-3387竹本　市紅 竹本　市紅 平17. 8. 1耳い 診療所
     ック 高石市取石二丁目２番８号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 676553-01848 医療法人良秀会　高石〒592-0014 072-262-5335医療法人良秀会　理事佐藤　弘章 平17. 9. 1一般        91病院
     藤井病院 高石市綾園一丁目１４番２５号 常　勤:   11長　藤井　良幸 移転 療養        68現存
     (医      11) 平29. 9. 1内   循   消  
     非常勤:   50 透析 心内 外  
     (医      50) 整外 脳外 こう
     皮   ひ   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676653-01855 医療法人　日比野眼科〒592-0014 072-261-7031医療法人　日比野眼科日比野　剛 平18. 1. 1眼   診療所
     高石市綾園一丁目５番３号 常　勤:    2　理事長　日比野　剛 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676753-01863 小田クリニック 〒592-0014 0722-61-3283小田　明夫 小田　明夫 平18. 3. 1内   小   循  診療所
     高石市綾園一丁目２番２１号 常　勤:    1 移転 呼   リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676853-01871 ひろさき眼科 〒592-0013 072-271-4113廣﨑　嘉紀 廣﨑　嘉紀 平19. 3. 1眼   診療所
     高石市取石一丁目１３番３号１階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 676953-01897 とどう整形外科クリニ〒592-0002 072-264-4154戸堂　慎一 戸堂　慎一 平19. 7. 1整外 リハ 診療所
     ック 高石市羽衣五丁目１２番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677053-01913 二階堂医院 〒592-0002 072-265-8113二階堂　泰資 二階堂　泰資 平20. 1. 1外   こう 胃  診療所
     高石市羽衣二丁目４番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677153-01939 二階堂眼科 〒592-0002 072-265-1080二階堂　佐智 二階堂　佐智 平20. 8. 1眼   診療所
     高石市羽衣二丁目４番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677253-01947 医療法人中重会　広瀬〒592-0014 072-266-2801医療法人中重会　理事 瀬　一史 平20. 9.16整外 リウ リハ診療所
     クリニック 高石市綾園一丁目１１番１３号 常　勤:    1長　 瀬　一史 移転 心内 現存
     (医       1) 平26. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677353-01962 えじま整形外科クリニ〒592-0014 072-267-2121惠島　之彦 惠島　之彦 平21. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 高石市綾園七丁目５番６９号アー常　勤:    1 新規 現存
     ル・ユービル１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677453-01970 ねぎた腎・泌尿器科ク〒592-0014 072-268-8787禰宜田　正志 禰宜田　正志 平22. 4. 1ひ   内   診療所
     リニック 高石市綾園七丁目５番６９号アー常　勤:    1 新規 現存
     ル・ユービル２階 (医       1) 平28. 4. 1
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 677553-01996 医療法人　やまだクリ〒592-0014 072-262-3033医療法人　やまだクリ山田　明史 平24. 1. 1脳外 神内 リハ診療所
     ニック 高石市綾園１丁目１番２１号ライ常　勤:    1ニック　理事長　山田 組織変更 現存
     ブリー高石１階 (医       1)　明史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677653-02002 医療法人良秀会　高石〒592-0014 072-263-5050医療法人良秀会　理事長谷川　隆生 平25. 3. 1一般        32病院
     藤井心臓血管病院 高石市綾園２丁目１５番１８号 常　勤:   10長　藤井　良幸 新規 内   循   心外現存
     (医      10) 平25. 3. 1リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677753-02010 宮里小児科 〒592-0013 072-275-1623宮里　裕典 宮里　裕典 平25. 5. 1小   診療所
     高石市取石１丁目１３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677853-02028 医療法人　木下耳鼻咽〒592-0011 072-266-8733医療法人木下耳鼻咽喉木下　卓也 平26. 7. 1耳い 診療所
     喉科 高石市加茂一丁目１９番２５号 常　勤:    1科　理事長　木下　卓 組織変更 現存
     (医       1)也 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 677953-02036 医療法人寿晄会　おお〒592-0003 072-262-1020医療法人寿晄会　理事大澤　英寿 平26. 7. 1内   消   外  診療所
     さわ．クリニック 高石市東羽衣３丁目２番２号 常　勤:    1長　大澤　英寿 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678053-02044 はやし診療所 〒592-0014 072-264-7788林　昭秀 林　昭秀 平27. 1. 1心内 神内 精  診療所
     高石市綾園１丁目９番１号アプラ常　勤:    1 移転 現存
     たかいし１Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678153-02051 二宮医院 〒592-0011 072-261-8796二宮　英樹 二宮　英樹 平27. 2.22内   小   診療所
     高石市加茂１丁目１８番３０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678253-02069 医療法人　やだクリニ〒592-0005 072-320-4105医療法人やだクリニッ矢田　克嗣 平28. 9. 1消   内   外  診療所
     ック 高石市千代田一丁目１１番１号 常　勤:    1ク　理事長　矢田　克 組織変更 こう 現存
     (医       1)嗣 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678353-02077 井上診療所 〒592-0012 072-262-2353井上　えり 井上　えり 平29. 1.20内   診療所
     高石市西取石１丁目１番２２号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678454-00822 安明医院 〒595-0813 0725-33-5916安明　博正 安明　博正 昭56. 9. 1内   胃   放  診療所
     泉北郡忠岡町忠岡南一丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平29. 9. 1
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 678554-00863 社会福祉法人光生会　〒595-0801 0725-46-3333社会福祉法人光生会　加藤　吉之進 平 4. 5. 1内   外   整外診療所
     ピープルハウス忠岡診泉北郡忠岡町高月北一丁目１１番常　勤:    1理事長　川口　光國 新規 リハ 放   現存
     療所 ３号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678654-00889 医療法人愛朗会　おく〒595-0805 0725-31-0728医療法人愛朗会　理事奥田　剛久 平 8. 1. 1内   循   麻  診療所
     だ医院 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目２１番常　勤:    1長　奥田　剛久 組織変更 リハ 現存
     ２７号プリムロウズ桜井１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678754-00897 村田内科 〒595-0801 0725-46-3700村田　哲人 村田　哲人 平 8. 6. 1内   循   診療所
     泉北郡忠岡町高月北二丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ３４号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678854-00913 医療法人　安藤医院 〒595-0805 0725-32-1996医療法人　安藤医院　角　実枝子 平 9. 4. 1耳い 診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東一丁目３９番常　勤:    1理事長　角　実枝子 移転 現存
     ２９号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 678954-00921 加藤医院 〒595-0812 0725-20-2600加藤　吉之進 加藤　吉之進 平10. 4. 1内   リハ 診療所
     泉北郡忠岡町忠岡中１－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679054-00954 医療法人　さかい眼科〒595-0805 0725-20-3103医療法人　さかい眼科酒井　亮一 平13. 7. 1眼   診療所
     クリニック 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目２０番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２３号 (医       1)酒井　亮一 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679154-00970 やぎ医院 〒595-0805 0725-23-8864八木　正晴 八木　正晴 平14. 8. 1内   麻   診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東一丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679254-00988 医療法人　広部クリニ〒595-0805 0725-32-1831医療法人広部クリニッ廣部　尚武 平15.10. 1内   診療所
     ック 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目４０番常　勤:    1ク　理事長　広部　尚 移転 現存
     ２８号 (医       1)武 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679354-01002 中川クリニック 〒595-0805 0725-22-1611中川　喜美子 中川　喜美子 平18. 1. 1小   診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東二丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     １５－１３号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679454-01028 八木レディースクリニ〒595-0805 0725-20-0312八木　重尾 八木　重尾 平18. 7. 1一般         1診療所
     ック 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目２２番常　勤:    1 新規 産婦 内   現存
     ３９号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 679554-01036 医療法人　真嶋医院 〒595-0805 0725-32-2481医療法人　真嶋医院　真嶋　敏光 平19. 1. 1内   外   胃  診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東一丁目１５番常　勤:    1理事長　真嶋　敏光 組織変更 現存
     １７号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679654-01051 医療法人穂仁会　聖祐〒595-0811 0725-20-6650医療法人穂仁会　理事塩川　浩規 平20.11. 1療養 病院
     病院 泉北郡忠岡町忠岡北一丁目３番７常　勤:    2長代行　原　眞理子 組織変更     療養    47現存
     号 (医       2) 平26.11. 1内   整外 外  
     非常勤:   11 リハ 
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679754-01069 あい眼科クリニック 〒595-0804 0725-22-8180吉岡　由利子 吉岡　由利子 平22.10. 1眼   診療所
     泉北郡忠岡町馬瀬三丁目４番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679854-01085 医療法人医敬会　安藤〒595-0805 0725-22-5515医療法人医敬会　理事安藤　元 平27. 7. 1一般        19診療所
     外科・整形外科医院 泉北郡忠岡町忠岡東１丁目３９番常　勤:    1長　安藤　元 組織変更 外   整外 皮  現存
     ２９号 (医       1) 平27. 7. 1放   胃   内  
     非常勤:    5 こう リハ 
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 679955-00704 医療法人清心会　八尾〒581-0025 072-949-5181医療法人　清心会　理柏井　洋平 昭32.10. 1精神       456病院
     (55-60704 ) こころのホスピタル 八尾市天王寺屋六丁目５９番地 常　勤:   13事長　山本　幸良 新規 精   神内 心内現存
     (医      13) 平29.10. 1歯   
     非常勤:    9
     (医       6)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680055-01645 中西医院 〒581-0084 0729-22-3479中西　透 中西　透 昭41.12. 1内   小   診療所
     八尾市植松町二丁目１５番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680155-01652 医療法人　貴島会　貴〒581-0853 072-941-1499医療法人　貴島会　理貴島　秀樹 昭42. 1. 1一般        60病院
     島病院本院 八尾市楽音寺三丁目３３番地 常　勤:   12事長　貴島　秀樹 組織変更 療養       153現存
     (医      12) 平30. 1. 1内   神内 整外
     非常勤:   14 脳外 呼外 リハ
     (医      14) 放   リウ 外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680255-01876 奥山外科 〒581-0002 0729-94-2266奥山　宣夫 奥山　宣夫 昭43.12. 1外   整外 内  診療所
     八尾市東久宝寺一丁目４番２１号常　勤:    2 新規 皮   放   リハ現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 680355-02312 八尾市立いちょう学園〒581-0027 0729-93-3154八尾市長　田中　誠太奥野　武彦 昭48. 6. 1小   神内 整外診療所
     診療所 八尾市八尾木二丁目９０番地八尾常　勤:    2 新規 精   内   現存
     市立医療型児童発達支援センター(医       2) 平30. 6. 1
     内 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680455-02395 岡本眼科 〒581-0015 0729-94-4124岡本　セツ子 岡本　セツ子 昭49.12. 1眼   診療所
     八尾市刑部３番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680555-02528 貝原内科医院 〒581-0866 0729-96-8739貝原　汎 貝原　汎 昭52. 6. 1内   胃   放  診療所
     八尾市東山本新町六丁目１１番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680655-02619 社会福祉法人寿光会　〒581-0853 072-941-2130社会福祉法人寿光会　三重野　正之 昭53. 8. 1内   精   リハ診療所
     特別養護老人ホーム寿八尾市楽音寺二丁目１２５番地 常　勤:    1理事長　森田　浩稔 新規 現存
     光園診療所 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680755-02734 新門医院 〒581-0085 0729-91-3135新門　久雄 新門　久雄 昭54.10. 1内   胃   小  診療所
     八尾市安中町２－５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680855-02742 森田皮膚科医院 〒581-0004 0729-23-5137森田　兼光 森田　兼光 昭54.12. 1皮   診療所
     八尾市東本町三丁目７番２１号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 680955-02775 安藤耳鼻咽喉科 〒581-0074 0729(92)2008安藤　千里 安藤　千里 昭55. 4. 1耳い 診療所
     八尾市栄町２－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681055-02981 奥村クリニック 〒581-0085 0729(91)2223奥村　泰之 奥村　泰之 昭58. 1. 1内   胃   外  診療所
     八尾市安中町四丁目２番１７号 常　勤:    2 移転 こう 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681155-03120 沼田整形外科 〒581-0003 0729-94-8526沼田　和邦 沼田　和邦 昭59.10. 1内   整外 診療所
     八尾市本町七丁目１４番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681255-03211 柳井谷医院 〒581-0015 0729(22)9897柳井谷　史郎 柳井谷　史郎 昭60.12. 1内   消   小  診療所
     八尾市刑部一丁目２６９ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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 681355-03294 稲垣耳鼻咽喉科医院 〒581-0003 0729-24-1633稲垣　千果夫 稲垣　千果夫 昭62. 3. 1耳い 診療所
     八尾市本町五丁目１番４号山田ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681455-03369 医療法人　豊田外科内〒581-0031 072-949-5757医療法人豊田外科内科中村　清昭 昭62. 7. 1一般         2診療所
     科診療所 八尾市志紀町一丁目６番地 常　勤:    1診療所　理事長　中村 組織変更 外   内   放  現存
     (医       1)　清昭 平29. 7. 1呼   消   循  
     整外 皮   ひ  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681555-03443 医療法人　大和会　辻〒581-0033 072-948-0250医療法人　大和会　理辻野　元祥 昭63. 4. 1一般        10病院
     野病院 八尾市志紀町南一丁目８６番地 常　勤:    1事長　辻野　元祥 組織変更 療養        20現存
     (医       1) 平30. 4. 1内   胃   外  
     非常勤:    7 整外 リハ 放  
     (医       5) 麻   
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681655-03518 医療法人愛育会　梶本〒581-0033 0729-49-3873医療法人愛育会　理事山地　建二 昭64. 1. 1一般         7診療所
     クリニック 八尾市志紀町南三丁目１０８番地常　勤:    1長　山地　建二 組織変更 内   産   婦  現存
     の４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681755-03534 医療法人荒木会　荒木〒581-0013 0729-22-1035医療法人　荒木会　理坂田　道子 昭39.10. 1眼   診療所
     眼科 八尾市山本南一丁目４番２号 常　勤:    1事長　坂田　道子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681855-03559 医療法人　貴島医院 〒581-0095 0729-49-5346医療法人貴島医院　理貴島　和久 昭35.10. 1内   小   循  診療所
     八尾市田井中四丁目１７２ 常　勤:    2事長　貴島　和久 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 681955-03567 医療法人　櫻井医院 〒581-0802 0729-22-2905医療法人櫻井医院　理櫻井　裕美子 昭38.11.11内   小   皮  診療所
     八尾市北本町二丁目８番１２号 常　勤:    1事長　櫻井　裕美子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682055-03575 医療法人　阪本医院 〒581-0864 0729-41-3222医療法人阪本医院　理阪本　光 昭58. 7. 1一般        19診療所
     八尾市大字山畑５番１号 常　勤:    2事長　阪本　光 組織変更 内   循   放  現存
     (医       2) 平28. 7. 1消   神内 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682155-03583 医療法人　正田医院 〒581-0003 0729-93-3000医療法人正田医院　理正田　常雄 昭53. 1. 1一般         3診療所
     八尾市本町五丁目５番５号 常　勤:    2事長　正田　常雄 組織変更 内   他   産婦現存
     (医       2) 平28. 7. 1和漢 小   
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 682255-03617 辰己内科医院 〒581-0003 0729-22-2104辰巳　昭央 辰巳　昭央 平元. 8. 1内   胃   放  診療所
     八尾市本町三丁目７番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682355-03666 医療法人　正木産婦人〒581-0831 0729-22-4103医療法人正木産婦人科正木　秀信 平 2. 1. 1一般         9診療所
     科 八尾市山本町北一丁目２番２２号常　勤:    3　理事長　正木　秀信 組織変更 産   婦   現存
     (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682455-03682 社会福祉法人四天王寺〒581-0000 072-941-0252社会福祉法人四天王寺石橋　伊三郎 平 2. 3. 1整外 外   内  診療所
     福祉事業団　特別養護八尾市大字恩智１０９２番地－２常　勤:    1福祉事業団　理事長　 現存
     老人ホーム四天王寺大 (医       1)瀧藤　尊淳 平29. 3. 1
     畑山苑診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682555-03708 医療法人厚生医学会　〒581-0045 0729-92-7055医療法人厚生医学会　馬場　貴仁 平 2. 2. 1一般       151病院
     厚生会第一病院 八尾市西木の本１番６３号 常　勤:   11理事長　大西　俊輝 組織変更 脳外 外   内  現存
     (医      11) 平29. 2. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682655-03781 医療法人　堀辺医院 〒581-0037 072-949-5595医療法人堀辺医院　理堀 　多加志 平 2. 7. 1内   循   呼  診療所
     八尾市太田三丁目５９番地 常　勤:    1事長　堀辺　多加志 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682755-03831 医療法人　小西医院 〒581-0867 072-996-7777医療法人　小西医院　小西　謙次 平 3. 1. 1内   診療所
     八尾市山本町五丁目７－３ 常　勤:    1理事長　小西　謙次 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682855-03856 医療法人　望月医院 〒581-0001 072-922-2152医療法人　望月医院　望月　隆昭 平 3. 1. 1耳い 診療所
     八尾市末広町四丁目５－４ 常　勤:    1理事長　望月　隆昭 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 682955-03955 医療法人　上江田眼科〒581-0086 072-991-1265医療法人上江田眼科医上江田　信彦 平 3. 5. 1眼   診療所
     医院 八尾市陽光園二丁目１番２３号 常　勤:    3院　理事長　上江田　 移転 現存
     (医       3)信彦 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683055-03963 医療法人　井口クリニ〒581-0802 0729-91-6006医療法人井口クリニッ井口　正男 平 3. 7. 1内   胃   循  診療所
     ック 八尾市北本町三丁目１１番３号 常　勤:    1ク　理事長　井口　正 組織変更 小   外   リハ現存
     (医       1)男 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 683155-03997 医療法人　松田クリニ〒581-0868 0729-97-1234医療法人松田クリニッ松田　和彦 平 3. 7. 1一般    診療所
     (55-63997 ) ック 八尾市西山本町一丁目６番１４号常　勤:    3ク　理事長　松田　和 組織変更 外   内   整外現存
     (医       3)彦 平24. 7. 1消   循   リウ
     非常勤:    2 リハ 放   歯  
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683255-04060 国本眼科 〒581-0038 0729-49-9330国本　栄一 国本　栄一 平 3.12. 1眼   診療所
     八尾市若林町一丁目８７番アムレ常　勤:    1 新規 現存
     内 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683355-04151 医療法人　本吉診療所〒581-0834 0729-22-3160医療法人本吉診療所　本吉　宏行 平 4. 6. 2内   整外 リハ診療所
     八尾市萱振町五丁目１１番地の５常　勤:    1理事長　本吉　宏行 移転 現存
     (医       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683455-04169 医療法人誠悠会　塩田〒581-0005 0729-92-8218医療法人誠悠会塩田整塩田　誠 平 4. 7. 1整外 内   リウ診療所
     整形外科 八尾市荘内町一丁目２番２０号 常　勤:    1形外科　理事長　塩田 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　誠 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683555-04177 医療法人　武田クリニ〒581-0846 0729-23-8001医療法人武田クリニッ武田　温裕 平 4. 7. 1内   整外 リウ診療所
     ック 八尾市上之島町南一丁目４番１号常　勤:    1ク　理事長　武田　温 組織変更 リハ 現存
     (医       1)裕 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683655-04185 釜平眼科 〒581-0004 0729-98-4327釡平　数男 釡平　数男 平 4. 8. 1眼   診療所
     八尾市東本町三丁目８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683755-04219 谷浦クリニック 〒581-0064 0729-23-7710谷浦　賢 谷浦　賢 平 4.12. 1内   胃   外  診療所
     八尾市跡部本町一丁目２番３３号常　勤:    1 新規 整外 こう リハ現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683855-04227 堀谷診療所 〒581-0803 0729-98-8099堀谷　茂 堀谷　茂 平 4.11. 1内   胃   循  診療所
     八尾市光町一丁目７番地良富ビル常　勤:    1 移転 小   リハ 現存
     １階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 683955-04300 医療法人　いずい医院〒581-0051 06-6701-5511医療法人いずい医院　泉井　隆廣 平 5. 7. 1内   小   診療所
     八尾市竹渕西三丁目８０番 常　勤:    1理事長　泉井　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 684055-04318 医療法人　木村小児科〒581-0004 072-999-5666医療法人木村小児科　木村　三郎 平 5. 7. 1小   アレ 診療所
     八尾市東本町二丁目６番７号 常　勤:    1理事長　木村　三郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684155-04359 藤原医院 〒581-0865 0729-41-8082藤原　一朗 藤原　一朗 平 5. 9. 1内   小   診療所
     八尾市服部川七丁目４９番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684255-04441 医療法人治友会　右近〒581-0085 0729(94)3666医療法人治友会右近整右近　良治 平 6. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 八尾市安中町３－２－４０　パシ常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 麻   外   現存
     オスポーツビル１Ｆ (医       1)事長　右近　良治 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684355-04458 医療法人仁悠会　安田〒581-0004 0729(91)5118医療法人仁悠会　理事安田　和生 平 6. 7. 1内   消   ひ  診療所
     クリニック 八尾市東本町３－６－２３ 常　勤:    2長　安田　和生 組織変更 放   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684455-04466 特別養護老人ホーム　〒581-0834 0729-99-2077社会福祉法人つくし会土居　進 平 6.10. 1内   外   診療所
     萱振苑診療所 八尾市萱振町五丁目１０番地 常　勤:    1　理事長　川畑　浩子 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684555-04474 北中クリニック 〒581-0003 0729-93-0001北中　淳悟 北中　淳悟 平 6.10. 1精   神   内  診療所
     八尾市本町一丁目５番１０号本町常　勤:    1 新規 現存
     プラザビル２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684655-04482 昌子耳鼻咽喉科 〒581-0803 0729-24-3387昌子　均 昌子　均 平 6.10. 1耳い 診療所
     八尾市光町一丁目６４番地オカダ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684755-04516 医療法人健愛会　早川〒581-0016 0729-22-9901医療法人健愛会　理事早川　健司 平 7. 1. 1整外 外   リウ診療所
     整形外科医院 八尾市八尾木北一丁目８番地 常　勤:    2長　早川　健司 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 684855-04524 医療法人　福家医院 〒581-0831 0729-22-2002医療法人福家医院　理福家　宏 平 7. 1. 1内   小   診療所
     八尾市山本町北四丁目５番１３号常　勤:    1事長　福家　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 684955-04532 長井医院 〒581-0074 0729-95-1156長井　次郎 長井　次郎 平 7. 1. 1精   神   内  診療所
     八尾市栄町二丁目１番１９号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685055-04557 仲谷整形外科クリニッ〒581-0803 0729-95-0909仲谷　吉記 仲谷　吉記 平 7. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 八尾市光町一丁目６４番地オカダ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685155-04573 社会医療法人医真会　〒581-0036 0729-48-2500社会医療法人医真会　松村　 庸 平 7. 8. 1一般       301病院
     (55-64573 ) 医真会八尾総合病院 八尾市沼一丁目４１番地 常　勤:   28理事長　松村　 庸 組織変更 内   神内 消  現存
     (医      27) 平28. 8. 1循   小   外  
     (歯       1) 整外 脳外 心外
     非常勤:   22 皮   ひ   眼  
     (医      21) 耳い リハ 放  
     (歯       1) 歯   矯歯 形外
     歯外 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685255-04581 飯田クリニック 〒581-0831 0729-95-5191飯田　吉彦 飯田　吉彦 平 7.10. 1循   内   外  診療所
     八尾市山本町北四丁目９番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685355-04599 医療法人　カライ眼科〒581-0867 0729-98-8243医療法人　カライ眼科唐井　一郎 平 7. 8.17眼   診療所
     医院 八尾市山本町一丁目３番２２号 常　勤:    1医院　理事長　唐井　 移転 現存
     (医       1)一郎 平28. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685455-04615 医療法人　田中医院 〒581-0003 0729-22-2028医療法人田中医院　理田中　祐一良 平 8. 1. 1内   外   皮  診療所
     八尾市本町五丁目１番７号 常　勤:    2事長　田中　祐一良 組織変更 リハ 放   消  現存
     (医       2) 平29. 1. 1整外 こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685555-04623 医療法人　水野内科医〒581-0042 0729-93-8857医療法人水野内科医院水野　信彦 平 8. 1. 1内   消   放  診療所
     院 八尾市南木の本二丁目２１番地の常　勤:    1　理事長　水野　信彦 組織変更 現存
     １２ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685655-04649 林外科内科 〒581-0032 0729-49-5288林　道三 林　道三 平 8. 1. 1外   内   整外診療所
     八尾市弓削町１番２３号 常　勤:    1 継承 皮   放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 685755-04680 成法苑診療所 〒581-0081 072-994-8001社会福祉法人　八尾隣長岡　浩人 平 8. 6. 1内   外   リハ診療所
     八尾市南本町三丁目４番５号 常　勤:    1保館　理事長　荒井　 新規 精   現存
     (医       1)惠一 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685855-04698 医療法人友美会　浅井〒581-0831 072-924-0055医療法人　友美会浅井浅井　康友 平 8. 7. 1整外 内   外  診療所
     クリニック 八尾市山本町北七丁目７番５号 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 リハ リウ 現存
     (医       2)浅井　康友 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 685955-04714 医療法人　安田医院 〒581-0072 072-923-3084医療法人　安田医院　安田　厚 平 8. 7. 1整外 外   内  診療所
     八尾市久宝寺一丁目３番４０号 常　勤:    1理事長　安田　厚 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686055-04722 木勢眼科医院 〒581-0003 0729-22-3974木勢　惠一 木勢　惠一 平 8. 8. 1眼   診療所
     八尾市本町五丁目６番１３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686155-04730 医療法人貴医会　貴島〒581-0088 072-922-1581医療法人　貴医会　理貴島　浩二 平 8. 9. 1一般       126病院
     中央病院 八尾市松山町一丁目４番１１号 常　勤:    5事長　貴島　範彦 組織変更 内   循   消  現存
     (医       5) 平29. 9. 1呼   アレ 神内
     非常勤:   66 外   整外 リハ
     (医      66) リウ 皮   ひ  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686255-04755 竜華福祉会診療所 〒581-0063 072-996-0026社会福祉法人　竜華福藤井　隆生 平 8.12. 1内   外   精  診療所
     八尾市太子堂四丁目１番３２号 常　勤:    1祉会　理事長　三好　 新規 現存
     (医       1)隆夫 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686355-04771 医療法人　慈眼会　小〒581-0021 072-991-4107医療法人　慈眼会　小小島　伸介 平 9. 1. 1眼   診療所
     島眼科医院 八尾市山本高安町２丁目１３番３常　勤:    1島眼科医院　理事長　 組織変更 現存
     号高安クリニックビル４階 (医       1)小島　伸介 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686455-04789 医療法人　慈友会　米〒581-0021 072-922-3937医療法人　慈友会　理米井　潔 平 9. 1. 1耳い 内   診療所
     井耳鼻咽喉科内科医院八尾市山本高安町二丁目１３番３常　勤:    1事長　米井　潔 組織変更 現存
     号高安クリニックビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686555-04797 社会医療法人　医真会〒581-0865 072-941-5333社会医療法人医真会　竹村　潔 平 9. 1. 1療養        60病院
     　医真会　八尾リハビ八尾市服部川一丁目２１番地 常　勤:    4理事長　松村　 庸 組織変更 内   リハ 現存
     リテーション病院 (医       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
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 686655-04821 瀬口クリニック 〒581-0003 0729-22-2112瀬口　利信 瀬口　利信 平 9. 4. 1ひ   診療所
     八尾市本町四丁目１番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686755-04854 社会医療法人医真会　〒581-0085 072-994-0860社会医療法人医真会　宮田　美彌 平 9. 4. 1内   小   整外診療所
     安中診療所 八尾市安中町九丁目３番１２号 常　勤:    2理事長　松村　 庸 組織変更 脳外 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686855-04862 西岡医院 〒581-0837 0729-99-1400西岡　雅行 西岡　雅行 平 9. 6. 1内   放   診療所
     八尾市緑ケ丘五丁目７５番武田ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 686955-04870 藤沢内科クリニック 〒581-0867 0729-23-0860藤澤　正佳 藤澤　正佳 平 9. 6. 1内   消   放  診療所
     八尾市山本町二丁目４番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687055-04938 石橋整形外科 〒581-0031 0729-20-2285石橋　伊三郎 石橋　伊三郎 平 9.10. 1整外 リハ リウ診療所
     八尾市志紀町二丁目１５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687155-04946 医療法人　久保医院 〒581-0037 0729-48-2887医療法人久保医院　理久保　研二 平10. 1. 1内   小   循  診療所
     八尾市太田五丁目１８２番地の３常　勤:    3事長　久保　研二 組織変更 眼   現存
     (医       3) 平28. 1. 1内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687255-05018 特別養護老人ホーム信〒581-0865 0729-41-9981社会福祉法人高安福祉坂下　美和 平10. 5. 1内   外   診療所
     貴の里内信貴の里診療八尾市服部川五丁目７番地２ 常　勤:    1会　理事長　樋口　 新規 現存
     所 (医       1)司 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687355-05059 医療法人　広森眼科ク〒581-0032 0729-48-1577医療法人広森眼科クリ牧野　一雄 平10. 5. 1眼   診療所
     リニック 八尾市弓削町一丁目３番地大和ビ常　勤:    1ニック　理事長　牧野 移転 現存
     ル２階 (医       1)　一雄 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687455-05067 石田整形外科 〒581-0003 0729-90-5888石田　文明 石田　文明 平10. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     八尾市本町七丁目１１番１８号八常　勤:    1 新規 現存
     尾メディカルアベニュー２階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687555-05075 菊池内科 〒581-0003 0729-90-5820菊池　博 菊池　博 平10. 9. 1内   消   診療所
     八尾市本町七丁目１１番１８号南常　勤:    1 新規 現存
     加茂ビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
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 687655-05141 医療法人仁悠会　寺川〒581-0013 072-925-5858医療法人仁悠会　理事藤木　良顕 平11. 2. 1内   ひ   診療所
     クリニック 八尾市山本町南一丁目１０番６号常　勤:    2長　安田　和生 新規 現存
     山本スターライトビル３階・４階(医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687755-05158 イヌイ医院 〒581-0846 0729-99-2966乾　増幸 乾　増幸 平11. 1. 1内   消   外  診療所
     八尾市上之島町南六丁目２１番地常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687855-05182 吉兆苑診療所 〒581-0821 072-999-1500社会福祉法人　吉兆会露口　隆一 平11. 5. 1内   外   整外診療所
     八尾市幸町六丁目３３番地２ 常　勤:    1　理事長　吉長　昭男 新規 精   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 687955-05208 医療法人島田会　いな〒581-0071 0729-22-6696医療法人　島田会　理稲荷場　ひろみ 平11. 5. 1内   循   呼  診療所
     りば内科クリニック 八尾市北久宝寺一丁目２番３０号常　勤:    2事長　稲荷場　ひろみ 移転 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688055-05216 荒木整形外科医院 〒581-0837 0729-99-1195荒木　信吾 荒木　信吾 平11. 5. 1整外 診療所
     八尾市緑ケ丘五丁目９４番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688155-05232 玉田クリニック 〒581-0081 0729-25-2013玉田　俊明 玉田　俊明 平11. 9. 1内   放   診療所
     八尾市南本町一丁目９番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688255-05257 あさかぜ診療所 〒581-0847 072-925-8484江 　新太郎 江 　新太郎 平11.10. 1外   消   麻  診療所
     八尾市東山本町三丁目２番４号 常　勤:    1 新規 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688355-05273 竹中医院 〒581-0062 0729-25-8123竹中　義正 竹中　義正 平12. 1. 1内   小   消  診療所
     八尾市東太子二丁目１番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688455-05307 医療法人永光会　新井〒581-0818 072-998-2669医療法人　永光会　理新井　幸吉 平11.12.10療養        60病院
     病院 八尾市美園町四丁目１５６番３号常　勤:    2事長　新井　幸吉 移転 内   リハ 現存
     (医       2) 平29.12.10
     非常勤:    5
     (医       5)
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 688555-05349 医療法人　山田医院 〒581-0867 072-998-5776医療法人　山田医院　山田　眞理子 平12. 4. 1外   内   小  診療所
     八尾市山本町四丁目１番１４号 常　勤:    1理事長　山田　眞理子 移転 リハ 精   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688655-05364 医療法人　長寿会　長〒581-0815 0729-25-0390医療法人長寿会　理事有岡　功貴 平12. 7. 1内   整外 リウ診療所
     寿診療所 八尾市宮町一丁目１番地５号 常　勤:    1長　有岡　功貴 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688755-05372 医療法人　健医会　松〒581-0063 0729-95-0880医療法人　健医会　理松井　邦泰 平12. 7. 1内   消   小  診療所
     井医院 八尾市太子堂五丁目１番３８号 常　勤:    1事長　松井　邦泰 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688855-05422 もりおか眼科クリニッ〒581-0031 0729-20-0555森岡　美穂 森岡　美穂 平12.12. 1眼   診療所
     ク 八尾市志紀町二丁目４６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 688955-05430 萩原クリニック 〒581-0061 0729-91-1452萩原　正久 萩原　正久 平12.12. 1一般         3診療所
     八尾市春日町二丁目６番９号 常　勤:    2 継承 産婦 小   内  現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689055-05448 医療法人爽林会　ハヤ〒581-0031 0729-20-2272医療法人爽林会　理事林　剛彦 平13. 1. 1内   心内 外  診療所
     シクリニック 八尾市志紀町一丁目１３番地ジョ常　勤:    2長　林　剛彦 組織変更 リハ 現存
     イフルオオイシビル１階 (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689155-05455 井上診療所 〒581-0811 0729-96-1367井上　匡弘 井上　匡弘 平13. 3. 1内   循   呼  診療所
     八尾市新家町二丁目７８番２号 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689255-05463 医療法人貴島会　貴島〒581-0013 0729-99-9914医療法人貴島会　理事貴島　弘樹 平13. 3. 1内   外   整外診療所
     病院本院付属クリニッ八尾市山本町南一丁目３番４号ノ常　勤:    1長　貴島　秀樹 新規 リハ 現存
     ク ーブル山本ビル３階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689355-05471 八尾北医療センター 〒581-0823 072-999-3555医療法人健進会　理事末光　道正 平13. 4. 1内   精   小  診療所
     八尾市桂町六丁目１８番地１ 常　勤:    1長　末光　道正 新規 整外 放   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 689455-05497 医療法人慧生会　岡田〒581-0816 0729-25-0200医療法人慧生会　理事岡田　 平13. 7. 1外   リハ こう診療所
     クリニック 八尾市佐堂町三丁目１番５号高橋常　勤:    1長　岡田　 組織変更 内   現存
     ビル３階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689555-05521 四季の森診療所 〒581-0853 0729-40-5500社会福祉法人恵生会　寺田　秀興 平13.12. 1内   外   精  診療所
     八尾市楽音寺６０９番地 常　勤:    1理事長　野田　重夫 新規 整外 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689655-05547 奥山診療所 〒581-0831 0729-99-1779奧山　也寸志 奧山　也寸志 平13.12. 1内   外   胃  診療所
     八尾市山本町北三丁目４番２５号常　勤:    1 移転 小   現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689755-05588 中上耳鼻咽喉科医院 〒581-0025 0729-49-0132中上　哲広 中上　哲広 平14. 1. 1耳い 診療所
     八尾市天王寺屋五丁目１４０番地常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689855-05596 愛光園診療所 〒581-0865 072-940-5100社会福祉法人愛光会　植田　知之 平14. 5. 1内   皮   整外診療所
     八尾市服部川三丁目７４番地２ 常　勤:    2理事長　植田　知之 新規 耳い 精   眼  現存
     (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 689955-05604 医療法人はぁとふる　〒581-0818 0729-99-0725医療法人はぁとふる　阪根　寛 平14. 4. 1療養       119病院
     八尾はぁとふる病院 八尾市美園町二丁目１８番１ 常　勤:    6理事長　島田　永和 移転 内   整外 リハ現存
     (医       6) 平26. 4. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690055-05612 医療法人緑葉会　池田〒581-0003 0729-25-6400医療法人緑葉会　理事髙原　美由紀 平14. 7. 1内   診療所
     クリニック 八尾市本町二丁目３番６号イース常　勤:    1長　髙原　美由紀 組織変更 現存
     タンビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690155-05638 清水医院 〒581-0837 0729-99-4564清水　泰一 清水　泰一 平14. 9. 1内   皮   診療所
     八尾市緑ケ丘三丁目１７番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690255-05646 医療法人　うえつき小〒581-0031 0729-49-9530医療法人うえつき小児植月　重介 平15. 1. 1小   アレ 診療所
     児科アレルギー科 八尾市志紀町二丁目４６番地小枝常　勤:    1科アレルギー科　理事 組織変更 現存
     ビルⅡ２０２号 (医       1)長　植月　重介 平27. 1. 1
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 690355-05653 医療法人若水会　関谷〒581-0062 0729-90-0820医療法人若水会　理事関谷　博之 平15. 1. 1リハ 整外 リウ診療所
     クリニック 八尾市東太子二丁目８番９号 常　勤:    2長　関谷　博之 移転 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690455-05661 井上医院 〒581-0014 0729-23-4627井上　知 井上　知 平15. 1. 1内   循   外  診療所
     八尾市中田五丁目６８番地 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690555-05687 医療法人大系会　大北〒581-0007 0729-94-5151医療法人大系会　理事大北　日 平15. 7. 1外   整外 胃  診療所
     クリニック 八尾市光南町二丁目５番１３号 常　勤:    2長　大北　日吉 組織変更 内   皮ひ こう現存
     (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690655-05729 医療法人　松尾クリニ〒581-0802 0729-91-6586医療法人松尾クリニッ松尾　美由起 平15. 8. 1内   消   循  診療所
     ック 八尾市北本町二丁目１５番２５号常　勤:    2ク　理事長　松尾　汎 移転 放   リハ 現存
     (医       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690755-05752 医療法人仁悠会　ゆう〒581-0867 0729-25-3434医療法人仁悠会　理事松岡　徹 平15.11. 1ひ   診療所
     クリニック 八尾市山本町一丁目７番２０号 常　勤:    1長　安田　和生 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690855-05760 さかがみこどもクリニ〒581-0016 0729-90-3212坂上　義次 坂上　義次 平15.12. 1小   アレ 診療所
     ック 八尾市八尾木北三丁目３４０番リ常　勤:    1 新規 現存
     ープハーベン八尾木１階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 690955-05786 医療法人朋侑会　吉田〒581-0021 0729-25-5388医療法人朋侑会　理事吉田　裕彦 平16. 1. 1内   消   リハ診療所
     クリニック 八尾市山本高安町二丁目１番３号常　勤:    1長　吉田　裕彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691055-05794 医療法人和香会　だて〒581-0053 06-6705-0008医療法人和香会　理事伊達　和彦 平16. 1. 1外   内   呼  診療所
     クリニック 八尾市竹渕東三丁目４番地の２ 常　勤:    1長　伊達　和彦 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691155-05802 医療法人剛優会　水野〒581-0082 0729-95-0119医療法人剛優会　理事水野　保幸 平16. 1. 1整外 リウ 外  診療所
     整形外科 八尾市相生町三丁目５番３３号 常　勤:    1長　水野　保幸 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 691255-05810 カイダ医院 〒581-0082 0729-23-1412貝田　睦仁 貝田　睦仁 平16. 1. 1内   循   診療所
     八尾市相生町三丁目２番５号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691355-05828 中島産科婦人科 〒581-0802 0729-98-8281中嶋　博之 中嶋　博之 平16. 2.21一般         5診療所
     八尾市北本町三丁目５番８号 常　勤:    1 継承 産婦 現存
     (医       1) 平28. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691455-05836 香久山会ピュア診療所〒581-0872 0729-41-5755社会福祉法人香久山会河嶌　勝 平16. 5. 1内   診療所
     八尾市郡川二丁目３３番地 常　勤:    2　理事長　松浦　康子 新規 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691555-05851 医療法人　あかの小児〒581-0803 0729-90-5556医療法人あかの小児科赤野　則久 平16. 7. 1小   診療所
     科 八尾市光町一丁目２６番地片岡第常　勤:    1　理事長　赤野　則久 組織変更 現存
     ４ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691655-05869 医療法人あすなろ会　〒581-0802 0729-93-4676医療法人あすなろ会　渡辺　奈津 平16. 8. 1皮   形外 内  診療所
     わたなべ皮フ科形成外八尾市北本町一丁目３番５号 常　勤:    1理事長　渡辺　奈津 移転 小   現存
     科 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691755-05885 社会医療法人医真会　〒581-0036 0729-48-0708社会医療法人医真会　栁農　浩右 平16.12. 1内   消   外  診療所
     (55-65885 ) 医真会総合クリニック八尾市沼一丁目６８番地６４ 常　勤:    2理事長　松村　 庸 新規 神内 循   心外現存
     ス (医       2) 平28.12. 1整外 脳外 形外
     非常勤:   62 皮   ひ   耳い
     (医      60) 眼   小   歯  
     (歯       2) 矯歯 歯外 婦  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691855-05893 医療法人健英会　はし〒581-0015 0729-29-2005医療法人健英会　理事橋本　健太郎 平17. 1. 1内   呼   循  診療所
     もと診療所 八尾市刑部二丁目１８２番地 常　勤:    1長　橋本　健太郎 組織変更 神内 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 691955-05901 沼田整形外科 〒581-0867 0729-96-7658沼田　和邦 沼田　和邦 平17. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     八尾市山本町二丁目４番４号スワ常　勤:    1 移転 現存
     ンビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692055-05919 おかもとクリニック 〒581-0013 0729-97-2350岡本　秀一 岡本　秀一 平17. 3. 1内   外   胃  診療所
     八尾市山本町南一丁目１１番１８常　勤:    1 新規 皮   現存
     号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692155-05927 後藤クリニック 〒581-0021 0729-90-3250後藤　守 後藤　守 平17. 3. 1心内 精   神  診療所
     八尾市山本高安町二丁目１３番３常　勤:    1 新規 神内 現存
     号高安クリニックビル６階 (医       1) 平29. 3. 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   763 頁

 692255-05935 田中のりクリニック 〒581-0004 072-995-3110田中　規文 田中　規文 平17. 4. 1内   診療所
     八尾市東本町三丁目５番３号プラ常　勤:    2 新規 現存
     ザサントリア３階 (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692355-05968 医療法人修智会　北川〒581-0013 0729-23-8141医療法人修智会　理事北川　智美 平17. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 八尾市山本町南一丁目１０番１１常　勤:    1長　北川　智美 移転 眼   現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692455-05992 八木小児科 〒581-0871 072-928-7711八木　康裕 八木　康裕 平17.11. 1小   アレ 診療所
     八尾市高安町北七丁目２３番地 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692555-06008 なかじまレディースク〒581-0004 072-929-0506中嶋　康雄 中嶋　康雄 平17.12. 1一般         2診療所
     リニック 八尾市東本町三丁目５番３号 常　勤:    1 新規 婦   産   麻  現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692655-06016 医療法人　いふくべク〒581-0018 072-991-6661医療法人いふくべクリ伊福部　哲 平18. 1. 1内   リハ 皮  診療所
     リニック 八尾市青山町一丁目３番１号 常　勤:    1ニック　理事長　伊福 組織変更 小   現存
     (医       1)部　哲 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692755-06024 医療生協　八尾クリニ〒581-0027 072-925-8725医療生協かわち野生活大井　通正 平18. 3. 1内   小   リハ診療所
     ック 八尾市八尾木六丁目１００番地 常　勤:    1協同組合　代表理事　 新規 現存
     (医       1)藤田　昌明 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692855-06065 しもやま小児科 〒581-0085 072-928-1802下山　弘展 下山　弘展 平18.11. 1小   アレ 診療所
     八尾市安中町三丁目５番１４号Ｊ常　勤:    1 新規 現存
     Ｒ八尾クリニックビル３階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 692955-06073 医療法人正生会　のだ〒581-0085 072-990-3175医療法人正生会　理事野田　剛弘 平18.11. 1皮   診療所
     皮ふ科 八尾市安中町三丁目７番６号　清常　勤:    1長　野田　剛弘 移転 現存
     水本店ビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693055-06081 医療法人　宇仁眼科 〒581-0803 072-923-7883医療法人宇仁眼科　理宇仁　明彦 平18.11.29眼   診療所
     八尾市光町二丁目３番アリオ八尾常　勤:    1事長　宇仁　明彦 移転 現存
     ３階 (医       1) 平24.11.29
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 693155-06099 医療法人　北野内科ク〒581-0031 0729-20-1633医療法人北野内科クリ北野　浩行 平19. 1. 1内   消   放  診療所
     リニック 八尾市志紀町二丁目４６番地小枝常　勤:    1ニック　理事長　北野 組織変更 現存
     ビルⅡ２階 (医       1)　浩行 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693255-06107 医療法人恭敬会　 﨑〒581-0013 0729-90-0787医療法人恭敬会　理事 﨑　恭史 平19. 1. 1内   消   神内診療所
     クリニック 八尾市山本町南一丁目４番７号 常　勤:    1長　 﨑　恭史 組織変更 脳外 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693355-06123 医療法人　小原クリニ〒581-0021 072-995-0501医療法人小原クリニッ小原　進 平19. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     ック 八尾市山本高安町二丁目１２番１常　勤:    1ク　理事長　小原　進 移転 現存
     ０号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693455-06131 医療法人友伸会　中垣〒581-0021 072-922-9127医療法人友伸会　理事中垣　滋央 平19. 6. 5内   皮   診療所
     内科皮膚科 八尾市山本高安町二丁目１３番３常　勤:    1長　中垣　滋央 移転 現存
     号高安クリニックビル３階 (医       1) 平25. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693555-06149 医療法人　にしむら耳〒581-0085 0729-90-6565医療法人にしむら耳鼻西村　明子 平19. 7. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 八尾市安中町三丁目７番６号清水常　勤:    1咽喉科　理事長　西村 組織変更 現存
     本店ビル２階 (医       1)　明子 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693655-06156 医療法人　坂本整形外〒581-0069 072-923-3355医療法人坂本整形外科坂本　光章 平19. 7. 1整外 外   リハ診療所
     科 八尾市龍華町二丁目１番地１　坂常　勤:    1　理事長　坂本　光章 組織変更 現存
     本ビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693755-06180 明石医院 〒581-0802 072-922-3193明石　夕香 明石　夕香 平19. 9. 1内   小   診療所
     八尾市北本町二丁目１２番２３号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693855-06198 きくちレディースクリ〒581-0068 072-928-1880菊池　知之 菊池　知之 平19.11. 1産婦 診療所
     ニック 八尾市跡部北の町三丁目１番２６常　勤:    1 新規 現存
     号久宝寺クリニックビル３階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 693955-06206 医療法人　藤井内科小〒581-0072 072-993-8881医療法人藤井内科小児藤井　隆生 平19.10. 1内   小   循  診療所
     児科 八尾市久宝寺一丁目１番８号 常　勤:    2科　理事長　藤井　隆 移転 現存
     (医       2)生 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694055-06222 清心会メンタルクリニ〒581-0003 072-995-2231医療法人清心会（財団工藤　香 平20. 3. 1精   神内 診療所
     ック 八尾市本町七丁目９２番地南加茂常　勤:    1）　理事長　山本　幸 新規 現存
     ビル３階 (医       1)良 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 694155-06230 ふじい耳鼻咽喉科 〒581-0007 072-928-4187藤井　恵美 藤井　恵美 平20. 6. 1耳い アレ 診療所
     八尾市光南町一丁目３番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694255-06255 医療法人　幸晴会　中〒581-0016 072-993-5585医療法人幸晴会　理事飯地　理 平20. 9. 1内   皮   診療所
     谷クリニック 八尾市八尾木北三丁目１２３番地常　勤:    2長　矢原　靖之 新規 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694355-06271 ふるかわ内科クリニッ〒581-0068 072-943-3307古川　健亮 古川　健亮 平20.10. 1内   診療所
     ク 八尾市跡部北の町三丁目１番２６常　勤:    1 新規 現存
     号久宝寺クリニックビル１階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694455-06289 坂口内科 〒581-0013 072-998-2220坂口　康一 坂口　康一 平21. 1.31内   診療所
     八尾市山本町南六丁目６番１８号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694555-06297 山本診療所 〒581-0013 072-998-3448上田　章雄 上田　章雄 平21. 2. 1小   診療所
     八尾市山本町南三丁目５番２１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694655-06313 医療法人桜希会　東朋〒581-0802 0729-24-0281医療法人桜希会　理事西山　誠 平21. 4. 1一般        94病院
     八尾病院 八尾市北本町二丁目１０番５４号常　勤:    9長　石田　勲 移転 内   消   外  現存
     (医       9) 平27. 4. 1整外 脳外 皮  
     非常勤:   23 リハ 透析 ひ  
     (医      23) 循   心外 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694755-06321 貴島診療所 〒581-0866 0729-97-0560貴島　芳彦 貴島　芳彦 平21. 4. 1内   小   診療所
     八尾市東山本新町二丁目８番１８常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694855-06347 医療法人志正会　岩垣〒581-0013 072-922-1036医療法人志正会　理事岩垣　厚志 平21. 5.15眼   診療所
     眼科 八尾市山本町南一丁目１番２３号常　勤:    1長　岩垣　厚志 移転 現存
     (医       1) 平27. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 694955-06354 田辺耳鼻咽喉科 〒581-0069 072-998-8741医療法人友斗会　理事田邊　英徳 平21. 7. 1耳い アレ 診療所
     八尾市龍華町二丁目１番地１坂本常　勤:    1長　田邊　英徳 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695055-06362 医療法人　雅朋会　お〒581-0027 072-923-0822医療法人雅朋会　理事大貫　雅子 平21. 7. 1皮   形外 診療所
     おぬき皮ふ科クリニッ八尾市八尾木二丁目２６番地１ 常　勤:    1長　大貫　雅子 組織変更 現存
     ク (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 695155-06388 医療法人幸胤会　鶴田〒581-0061 072-997-4187医療法人幸胤会　理事鶴田　至宏 平21. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科クリニック八尾市春日町１丁目８番２９号 常　勤:    1長　鶴田　至宏 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695255-06396 医療法人徳洲会　八尾〒581-0011 072-993-8501医療法人　徳洲会　理原田　博雅 平21. 8. 1一般       415病院
     (55-66396 ) 徳洲会総合病院 八尾市若草町１番１７号 常　勤:   85事長　鈴木　隆夫 移転 内   呼内 循  現存
     (医      82) 平27. 8. 1消   神内 心内
     (歯       3) リウ 透析 皮  
     非常勤:  126 小   救命 放  
     (医     124) 外   呼外 整外
     (歯       2) 脳外 心外 眼  
     形外 ひ   麻  
     歯   歯外 耳い
     婦   リハ 病理
     美外 小外 精  
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、糖尿病・代謝
     内科・
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695355-06412 宮澤眼科クリニック 〒581-0803 072-997-7980宮澤　裕之 宮澤　裕之 平21.12. 1眼   診療所
     八尾市光町一丁目１０番地１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695455-06453 髙田医院 〒581-0087 072-991-3761高田　伸彦 高田　伸彦 平22. 3. 1内   整外 診療所
     八尾市明美町一丁目８番１８号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695555-06479 皮膚科　琴谷医院 〒581-0866 072-996-2915琴谷　寿美 琴谷　寿美 平22. 8. 1皮   診療所
     八尾市東山本新町一丁目４番２６常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695655-06529 岡崎理学診療クリニッ〒581-0869 072-925-3617岡崎　達司 岡崎　達司 平23. 1. 1リハ 神内 診療所
     ク 八尾市桜ケ丘三丁目１１２－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695755-06537 下鳥医院 〒581-0875 072-922-8788中張　裕子 中張　裕子 平23. 1. 1内   小   診療所
     八尾市高安町南二丁目３８番地 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695855-06545 医療法人　はやみ整形〒581-0016 072-992-2781医療法人　はやみ整形速水　英夫 平23. 1. 1整外 外   リウ診療所
     外科 八尾市八尾木北六丁目３２番地 常　勤:    1外科　理事長　速水　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)英夫 平29. 1. 1
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 695955-06578 医療法人　光誠会　し〒581-0803 072-928-4877医療法人　光誠会　理栗岡　宏彰 平23. 7. 1内   外   診療所
     ろばとクリニック 八尾市光町１丁目２９番地サンフ常　勤:    1事長　栗岡　宏彰 組織変更 現存
     ォレスト１０４号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696055-06586 宮本医院 〒581-0004 072-997-0366宮本　和之 宮本　和之 平23. 8. 1麻   内   診療所
     八尾市東本町３丁目３番１４号八常　勤:    1 移転 現存
     尾セントラルビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696155-06602 京井クリニック 〒581-0019 072-998-8765京井　志織 京井　志織 平24. 1. 1内   循   胃  診療所
     八尾市南小阪合町３丁目３番１０常　勤:    2 継承 神内 現存
     号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696255-06610 医療法人　永光会　新〒581-0818 072-998-2669医療法人　永光会　理谷本　深幸 平24. 2. 1一般        19診療所
     井クリニック 八尾市美園町４丁目１０９番３ 常　勤:    2事長　新井　幸吉 移転 内   外   整外現存
     (医       2) 平30. 2. 1リハ 麻   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696355-06651 医療法人　親和会　林〒581-0801 072-992-8687医療法人　親和会　理林　賢治 平24. 7. 1内   消   診療所
     医院 八尾市山城町２丁目２番３０号 常　勤:    2事長　林　賢治 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696455-06669 医療法人　康心会　谷〒581-0004 072-996-8800医療法人　康心会　理谷口　智康 平24. 7. 1内   消   胃  診療所
     口消化器内視鏡クリニ八尾市東本町３丁目６番１５号サ常　勤:    1事長　谷口　智康 組織変更 現存
     ック近鉄八尾本院 ン・アズール１階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696555-06677 あずまこども診療所 〒581-0056 072-990-5541東　孝 東　孝 平24.11. 1小   小外 アレ診療所
     八尾市南太子堂２丁目１番５７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696655-06685 玉田医院 〒581-0013 072-922-4445玉田　育子 玉田　育子 平24.12. 1小   内   アレ診療所
     八尾市山本町南４丁目７－１ 常　勤:    3 移転 現存
     (医       3) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696755-06693 石垣クリニック 〒581-0061 072-991-2922石垣　和彦 石垣　和彦 平25. 7. 1内   外   小  診療所
     八尾市春日町１－４－４たまごビ常　勤:    1 新規 皮   整外 放  現存
     ル３階 (医       1) 平25. 7. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 696855-06701 医療法人　優医会　ひ〒581-0867 072-925-2888医療法人　優医会　理表利　良彦 平25. 7. 1小   診療所
     ょうり小児科 八尾市山本町一丁目３番２０号や常　勤:    1事長　表利　良彦 組織変更 現存
     まもとクリニックビル３階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 696955-06727 おおまえ内科クリニッ〒581-0042 072-996-1171大前　貴裕 大前　貴裕 平25.10. 1内   消   小  診療所
     ク 八尾市南木の本３丁目４５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697055-06735 医療法人　かりや内科〒581-0003 0729-93-2010医療法人　かりや内科刈屋　英隆 平25.12. 1内   胃   診療所
     クリニック 八尾市本町七丁目７番１４号ＪＭ常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     Ｐビル２０１ (医       1)刈屋　英隆 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697155-06743 医療法人　藤美会　こ〒581-0816 072-996-2525医療法人　藤美会　理尾藤　信一 平26. 1. 1精   心内 診療所
     ころのクリニック　そ八尾市佐堂町３丁目１番６号 常　勤:    1事長　尾藤　信一 組織変更 現存
     ら (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697255-06750 医療法人　うめもと循〒581-0085 072-998-1715医療法人　うめもと循梅本　清嗣 平26. 1. 1循   内   呼  診療所
     環器内科クリニック 八尾市安中町３丁目５番１４号Ｊ常　勤:    1環器内科クリニック　 組織変更 現存
     Ｒ八尾クリニックビル２階 (医       1)理事長　梅本　清嗣 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697355-06768 医療法人　清祐会　甲〒581-0803 072-994-0234医療法人　清祐会　理甲野　拓郎 平26. 1. 1ひ   内   診療所
     野クリニック 八尾市光町２丁目３２番パストラ常　勤:    1事長　甲野　拓郎 組織変更 現存
     ル光町１階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697455-06776 医療法人　茂恵会　で〒581-0069 072-990-0010医療法人　茂恵会　理出合　達則 平26. 1. 1眼   診療所
     あい眼科 八尾市龍華町１－４－２メガシテ常　勤:    1事長　出合　達則 組織変更 現存
     ィタワーズ東棟２階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697555-06784 医療法人　あおい会　〒581-0073 072-999-1616医療法人　あおい会　梅田　喜亮 平26. 4. 1内   診療所
     あおいクリニック 八尾市高町２番４３号 常　勤:    2理事長　梅田　喜亮 新規 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697655-06800 医療法人晃生会　半田〒581-0038 072-949-1597医療法人晃生会　理事ＣＨＡＮＤＲＡ　ＷＩ平26. 7. 1外   整外 胃  診療所
     クリニック 八尾市若林町一丁目８７番地 常　勤:    2長　ＣＨＡＮＤＲＡ　ＴＪＡＪＡ 組織変更 内   こう リハ現存
     (医       2)ＷＩＴＪＡＪＡ 平26. 7. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697755-06818 医療法人　よしかわ耳〒581-0834 072-995-3387医療法人よしかわ耳鼻吉川　構 平26. 7. 1耳い 外   内  診療所
     鼻咽喉科クリニック 八尾市萱振町五丁目１５番地８ 常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　吉川　構 平26. 7. 1
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 697855-06826 医療法人　つちだクリ〒581-0869 072-925-6344医療法人つちだクリニ土田　高宏 平26. 9. 1内   脳外 診療所
     ニック 八尾市桜ケ丘３丁目１１８番地 常　勤:    1ック　理事長　土田　 移転 現存
     (医       1)高宏 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 697955-06834 医療法人康心会　谷口〒581-0069 072-998-6000医療法人康心会　理事新城　勇人 平27. 1. 1内   消   胃  診療所
     消化器内視鏡クリニッ八尾市龍華町２丁目１番１号坂本常　勤:    1長　谷口　智康 新規 現存
     ク　ＪＲ久宝寺分院 ビル２階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698055-06842 杉本クリニック 〒581-0801 072-943-3612杉本　貴美子 杉本　貴美子 平27. 1. 1心内 精   内  診療所
     八尾市山城町２－２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698155-06859 医療法人孝德会　徳田〒581-0022 072-996-2811医療法人孝德会　理事德田　孝德 平27. 1. 1内   外   皮  診療所
     診療所 八尾市柏村町４丁目３０４番地の常　勤:    1長　德田　孝德 組織変更 現存
     １ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698255-06867 医療法人　わたなべ皮〒581-0834 072-983-5556医療法人わたなべ皮ふ渡部　昌利 平27. 1. 1皮   診療所
     ふ科 八尾市萱振町一丁目１５０番地 常　勤:    1科　理事長　渡部　昌 組織変更 現存
     (医       1)利 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698355-06875 医療法人知成会　かま〒581-0031 072-943-1787医療法人知成会　理事鎌澤　孝子 平27. 1. 1耳い アレ 診療所
     ざわ耳鼻咽喉科 八尾市志紀町１丁目１５番地ジョ常　勤:    1長　鎌澤　孝子 組織変更 現存
     イフル・オオイシ４号館１０１号(医       1) 平27. 1. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698455-06891 医療法人萌生会　大道〒581-0074 072-994-7331医療法人萌生会　理事大道　武史 平27. 6. 1内   透析 診療所
     クリニック 八尾市栄町一丁目１番１０号 常　勤:    4長　大道　武史 移転 現存
     (医       4) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698555-06917 医療法人　元村内科ク〒581-0072 072-922-0150医療法人元村内科クリ元村　正明 平27. 7. 1内   診療所
     リニック 八尾市久宝寺３丁目１５番３４号常　勤:    1ニック　理事長　元村 組織変更 現存
     ブレナップビル２階 (医       1)　正明 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698655-06941 片山クリニック 〒581-0802 072-920-7810 山　哲史 山　哲史 平27.12. 1内   診療所
     八尾市北本町２－３－９築山ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 698755-06958 医療法人松樹会　松本〒581-0007 072-970-6421医療法人松樹会　理事松本　伸治 平28. 1. 1内   外   整外診療所
     クリニック 八尾市光南町１丁目３番２６号 常　勤:    1長　松本　伸治 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698855-06966 小林医院 〒581-0087 072-922-2315小林　芳樹 小林　芳樹 平28. 2. 1内   循   診療所
     八尾市明美町１丁目４番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 698955-06974 医療法人癒美会　みぞ〒581-0069 072-999-0808医療法人癒美会　理事溝口　伸 平28. 1. 1内   循   小  診療所
     ぐちクリニック 八尾市龍華町１丁目４番２号メガ常　勤:    1長　溝口　伸 組織変更 現存
     シティタワーズ２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699055-06982 医療法人圭悠会　川村〒581-0084 072-920-4434医療法人圭悠会　理事川村　亮介 平28. 1. 1眼   診療所
     眼科 八尾市植松町４丁目５番１５号 常　勤:    1長　川村　亮介 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699155-06990 医療法人仁悠会　清水〒581-0033 072-948-7776医療法人仁悠会　理事清水　昭彦 平28. 2. 1内   消   診療所
     クリニック 八尾市志紀町南２丁目１０３番地常　勤:    1長　安田　和生 移転 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699255-07006 山口産婦人科 〒581-0014 072-996-0688山口　基博 山口　基博 平28. 4. 1一般        15診療所
     八尾市中田一丁目５２番地 常　勤:    2 移転 産婦 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699355-07014 社会福祉法人和貴会　〒581-0003 072-920-2215社会福祉法人和貴会　柏木　亨 平28. 5. 1内   診療所
     和きあいクリニック 八尾市本町２丁目８番３号 常　勤:    1理事長　池田　貴彦 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699455-07022 ゆきこどもクリニック〒581-0015 072-922-2301神原　雪子 神原　雪子 平28. 6. 1小   診療所
     八尾市刑部一丁目１番の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699555-07030 畑中眼科 〒581-0883 072-941-3955畑中　治 畑中　治 平28. 7. 1眼   診療所
     八尾市恩智中町１丁目７８番地の常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 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   771 頁

 699655-07048 中田こころのクリニッ〒581-0004 072-970-6805中田　正樹 中田　正樹 平28. 8. 1心内 精   診療所
     ク 八尾市東本町３－６－２６レーク常　勤:    1 新規 現存
     ランド喜多　１Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699755-07055 医療法人佳樹会　のり〒581-0068 072-943-1140医療法人佳樹会のりお則岡　有佳 平29. 3. 1皮   アレ 診療所
     おか皮膚科クリニック八尾市跡部北の町三丁目１番２６常　勤:    1か皮膚科クリニック　 組織変更 現存
     久宝寺クリニックビル５階 (医       1)理事長　則岡　有佳 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699855-07063 さんぽうクリニック 〒581-0005 072-990-5331楊　博嗣 楊　博嗣 平29. 5. 1内   心内 皮  診療所
     八尾市荘内町２丁目２－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 699955-07071 あいゆうクリニック 〒581-0004 072-990-6777加 　敬夫 加 　敬夫 平29. 5. 1ひ   診療所
     八尾市東本町３丁目５番３号　プ常　勤:    2 新規 現存
     ラザサントリア５階 (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700055-07089 しうちプライマリ・ケ〒581-0028 072-991-1333志内　隼人 志内　隼人 平29. 8. 1内   診療所
     アクリニック 八尾市八尾木東３丁目３７－７０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700155-07097 小川内科・糖尿病内科〒581-0869 072-992-1024小川　義高 小川　義高 平29. 9. 1内   診療所
     クリニック 八尾市桜ケ丘１－１０－２桜ケ丘常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル３階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700255-07105 ほしの皮ふ科クリニッ〒581-0069 072-990-0066医療法人社団白百合　星野　優子 平29.10. 1皮   小   アレ診療所
     ク　久宝寺院 八尾市龍華町１丁目４番１号メガ常　勤:    1理事長　星野　優子 新規 皮膚科、小児皮現存
     シティタワーズ２階 (医       1) 平29.10. 1膚科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700355-07113 医療法人　ほりい内科〒581-0882 072-943-0072医療法人ほりい内科・堀井　勝彦 平29. 9. 1内   整外 外  診療所
     ・整形外科クリニック八尾市恩智北町一丁目７３番地 常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 消   こう 皮  現存
     (医       1)理事長　堀井　勝彦 平29. 9. 1リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700455-07121 医療法人幸萌会　久宝〒581-0072 072-998-6635医療法人幸萌会　理事加藤　とあこ 平29.11. 2内   透析 循  診療所
     寺透析クリニック 八尾市久宝寺３－１５－３４久宝常　勤:    1長　森　佳幸 新規 現存
     寺ブレナップビル３階 (医       1) 平29.11. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 700555-07139 北西整形外科リウマチ〒581-0867 072-922-1020北西　正光 北西　正光 平29.11. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 八尾市山本町一丁目３番２０号や常　勤:    1 新規 外   現存
     まもとクリニックビル４階５階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700655-07147 かおり皮フ科クリニッ〒581-0869 072-992-1237小川　佳織 小川　佳織 平30. 1. 1皮   診療所
     ク 八尾市桜ケ丘１－１０－２桜ケ丘常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル４階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700755-07154 さこた内科・循環器内〒581-0004 072-924-5577迫田　慎一郎 迫田　慎一郎 平30. 2. 1内   循   診療所
     科 八尾市東本町４－３－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700855-07162 みちした乳腺クリニッ〒581-0068 072-975-6003道下　新太郎 道下　新太郎 平30. 4. 1外   診療所
     ク 八尾市跡部北の町３－１－２６久常　勤:    1 新規 現存
     宝寺クリニックビル３階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 700955-07170 室家あったかクリニッ〒581-0013 072-990-3380室家　王介 室家　王介 平30. 3. 1内   呼内 循  診療所
     ク 八尾市山本町南４丁目３番２１号常　勤:    1 移転 消   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701055-07188 医療法人聖佑会　おお〒581-0869 072-975-6011医療法人聖佑会　理事池本　淳子 平30. 5. 1眼   診療所
     しま眼科池本クリニッ八尾市桜ケ丘一丁目１０番地の２常　勤:    1長　大島　佑介 新規 現存
     ク 桜ケ丘クリニックビル２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701155-07196 あまの耳鼻咽喉科 〒581-0867 072-922-8926天野　章子 天野　章子 平30. 3.12耳い 診療所
     八尾市山本町１丁目３－２０やま常　勤:    1 継承 現存
     もとクリニックビル２階 (医       1) 平30. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701256-00827 医療法人白卯会　白井〒590-0503 0724-82-2011医療法人白卯会　理事白井　誠一 昭43. 6.28一般        29病院
     病院 泉南市新家２７７６ 常　勤:   13長　白井　誠一 新規 療養        48現存
     (医      11) 平28. 6.28精神       315
     (薬       2) 精   神内 内  
     非常勤:   31 呼内 循   消  
     (医      30) 心内 整外 リハ
     (薬       1) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701356-00892 医療法人白水会　紀泉〒590-0503 072-483-5521医療法人　白水会　理村田　章 昭45. 5. 1精神       260病院
     病院 泉南市新家４２９６ 常　勤:    3事長　山﨑　巌 新規 精   神   内  現存
     (医       3) 平30. 5. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
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 701456-00975 山上医院 〒590-0521 07248-3-2501山上　勝久 山上　勝久 昭53. 3. 1内   小   診療所
     泉南市樽井六丁目１０番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701556-00983 長束クリニック 〒590-0503 072-482-1220長束　皓司 長束　皓司 昭53.12. 1外   内   循  診療所
     泉南市新家６３０－４番地 常　勤:    2 新規 胃   整外 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701656-01007 宮城医院 〒590-0504 07248(2)7019宮城　嗣明 宮城　嗣明 昭54. 5. 1一般    診療所
     泉南市信達市場３１－３１１ 常　勤:    1 新規 内   小   産婦現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701756-01114 医療法人堀秀会　堀越〒590-0531 072-482-7676医療法人堀秀会　理事堀越　本司 昭62. 7. 1内   消   循  診療所
     内科 泉南市岡田三丁目９番２５号 常　勤:    1長　堀越　本司 組織変更 小   神内 リハ現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701856-01130 医療法人　小上医院 〒590-0503 072-482-3341医療法人小上医院　理小上　芳春 昭60. 4. 1耳い 気食 診療所
     泉南市新家３４６１番地の１ 常　勤:    1事長　小上　芳春 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 701956-01155 医療法人　松本医院 〒590-0503 0724-82-6282医療法人松本医院　理松本　圭二 昭49.10. 1整外 リハ 放  診療所
     泉南市新家３２０９番地 常　勤:    1事長　松本　圭二 新規 外   内   消  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702056-01163 山崎クリニック 〒590-0504 0724-82-2207山崎　文夫 山崎　文夫 平元.10. 1皮   診療所
     泉南市信達市場４２９番地の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702156-01171 医療法人　功徳会泉南〒590-0533 072-484-1199医療法人　功徳会泉南小畑　淳 平 3. 1. 1一般        40病院
     　泉南大阪晴愛病院 泉南市中小路二丁目１８６０番地常　勤:    4　理事長　殿本　詠久 組織変更 療養        55現存
     (医       4) 平30. 1. 1整外 脳外 外  
     非常勤:   29 内   リハ 
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702256-01189 医療法人　福本医院 〒590-0522 0724-83-2505医療法人福本医院　理福本　吉人 平 3. 7. 1一般         9診療所
     泉南市信達牧野３７８ 常　勤:    1事長　福本　吉人 組織変更 産婦 内   外  休止
     (医       1) 平24. 7. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702356-01270 医療法人　清和会　く〒590-0522 072-485-0340医療法人　清和会　理久 　文雄 平 9. 1. 1内   小   整外診療所
     れクリニック 泉南市信達牧野６０１番地の１ 常　勤:    1事長　久 　文雄 組織変更 放   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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 702456-01288 医療法人真悠会　古谷〒590-0522 0724-85-2285医療法人真悠会　理事古谷　洋作 平 9. 7. 1眼   診療所
     眼科 泉南市信達牧野１４９番地１２号常　勤:    1長　古谷　洋作 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702556-01296 医療法人晴心会　野上〒590-0521 0724-84-0007医療法人　晴心会　理玉置　俊治 平 9. 7. 1一般       118病院
     病院 泉南市樽井一丁目２番５号 常　勤:   15事長　野上　浩實 組織変更 療養        45療養病床
     (医      15) 平24. 7. 1内   外   整外現存
     非常勤:   75 脳外 皮   ひ  
     (医      75) 眼   耳い リハ
     放   麻   リウ
     循   こう 消  
     呼内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702656-01304 西森医院 〒590-0522 0724-83-2357西森　義高 西森　義高 平 9. 7.22一般    診療所
     泉南市信達牧野３６１番地の１０常　勤:    1 継承 内   産婦 小  現存
     (医       1) 平24. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702756-01346 特別養護老人ホームせ〒590-0514 0724-83-2022社会福祉法人せんわ　藤本　憲治 平10. 5. 1内   整外 診療所
     んわ診療所 泉南市信達金熊寺５３０番地の１常　勤:    1理事長　道脇　由規 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702856-01353 曽和内科クリニック 〒590-0521 0724-80-2808曽和　亮一 曽和　亮一 平10. 8. 1内   循   消  診療所
     泉南市樽井五丁目３７番１５号 常　勤:    1 新規 呼   放   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 702956-01361 六尾診療所 〒590-0514 0724-80-2850社会福祉法人　長寿会小畑　卓司 平11. 6. 1内   眼   診療所
     泉南市信達金熊寺１３０番地 常　勤:    1　理事長　飯尾　弘一 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703056-01379 まつだ眼科 〒590-0503 0724-80-2341枩田　亨二 枩田　亨二 平11. 7. 1眼   診療所
     泉南市新家２９６５－１ショッピ常　勤:    1 新規 現存
     ングプラザハブ２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703156-01387 医療法人　久緑会　西〒590-0522 072-485-1700医療法人　久緑会　理西山　久 平12. 1. 1内   循   リハ診療所
     山内科循環器科医院 泉南市信達牧野８８６番地の１ 常　勤:    1事長　西山　久 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703256-01411 医療法人三優会　青木〒590-0521 0724-83-8370医療法人三優会　理事青木　誠 平13. 1. 1整外 外   リハ診療所
     整形外科 泉南市樽井五丁目３７番地１７号常　勤:    1長　青木　誠 組織変更 リウ 皮   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
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 703356-01437 医療法人　松本内科胃〒590-0503 0724-85-2008医療法人　松本内科胃松本　英一 平13. 7. 1内   胃   放  診療所
     腸科 泉南市新家３１７９番地５ 常　勤:    1腸科　理事長　松本　 組織変更 現存
     (医       1)英一 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703456-01452 木村医院 〒590-0521 0724-82-2220木村　文雄 木村　文雄 平14. 4. 1内   消   診療所
     泉南市樽井二丁目１２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703556-01460 社会福祉法人恩賜財団〒590-0535 0724-80-5611社会福祉法人恩賜財団馬場　章 平14. 4. 1一般        26病院
     済生会支部　大阪府済泉南市りんくう南浜３番７ 常　勤:    3済生会支部大阪府済生 移転 内   循   精  現存
     生会新泉南病院 (医       3)会　支部長　岡上　武 平26. 4. 1神   外   整外
     非常勤:   24 婦   リハ 放  
     (医      24) 眼   呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703656-01478 医療法人　功徳会　大〒590-0503 0724-82-7777医療法人功徳会　理事殿本　詠久 平15. 7. 1一般        32病院
     阪晴愛病院 泉南市新家３４６９番地１ 常　勤:    3長　殿本　詠久 組織変更 療養        37現存
     (医       2) 平27. 7. 1内   呼内 循  
     (薬       1) 消   胃   外  
     非常勤:   24 こう 整外 リハ
     (医      24) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703756-01486 イッセイ内科クリニッ〒590-0505 0724-80-2270塩谷　一成 塩谷　一成 平15.11. 1内   循   診療所
     ク 泉南市信達大苗代６２　第４４号常　勤:    1 新規 現存
     棟２１３号室 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703856-01494 ひがき眼科 〒590-0521 0724-83-0588檜垣　忠尚 檜垣　忠尚 平16. 2. 1眼   診療所
     泉南市樽井五丁目２９番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 703956-01502 和泉南病院 〒590-0525 0724-83-3380医療法人優輝会　理事兼田　紀之 平16. 1. 1療養       160病院
     泉南市馬場二丁目３８番１４号 常　勤:    3長　兼田　紀之 組織変更 内   現存
     (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704056-01536 のがみ泉州リハビリテ〒590-0521 0724-80-1188医療法人のがみ泉州リ野上　倫昭 平17. 1. 1一般        19診療所
     ーションクリニック 泉南市樽井一丁目４番１１号 常　勤:    2ハビリテーションクリ 組織変更 整外 外   リハ現存
     (医       2)ニック　理事長　野上 平29. 1. 1内   ひ   透析
     非常勤:    5　倫昭
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704156-01551 中井内科医院 〒590-0531 072-483-2011中井　誠二 中井　誠二 平19. 1. 1内   胃   消  診療所
     泉南市岡田五丁目３０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
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 704256-01569 坂口整形外科 〒590-0504 072-485-2062坂口　光輝 坂口　光輝 平19. 1. 1整外 内   リハ診療所
     泉南市信達市場９９８－１８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704356-01577 しんめん内科クリニッ〒590-0504 072-480-1160新免　寛治 新免　寛治 平19. 8. 1内   消   診療所
     ク 泉南市信達市場２２２番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704456-01619 医療法人　市原眼科 〒590-0535 072-484-0101医療法人市原眼科クリ市原　尚子 平23. 2. 1眼   診療所
     泉南市りんくう南浜３番地１２イ常　勤:    1ニック　理事長　市原 新規 現存
     オンモールりんくう泉南２階 (医       1)　尚子 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704556-01627 稲葉医院 〒590-0532 072-483-2679稲葉　潔 稲葉　潔 平24. 1. 1内   循   消  診療所
     泉南市北野１丁目５番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704656-01643 医療法人　なぎさ会　〒590-0523 072-447-5888医療法人　なぎさ会　三宅　宗典 平26. 1. 1内   耳い 整外診療所
     第五なぎさクリニック泉南市信達岡中９３６番地の１ 常　勤:    3理事長　湯川　修也 新規 皮   ひ   リハ現存
     (医       3) 平26. 1. 1脳外 小   
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704756-01650 医療法人　悠真会　す〒590-0521 072-484-2777医療法人　悠真会　理鈴本　正樹 平26. 1. 1耳い アレ 診療所
     ずもと耳鼻咽喉科 泉南市樽井２丁目３３番２７号 常　勤:    1事長　鈴本　正樹 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704856-01668 医療法人やまびこ会　〒590-0505 072-480-5501医療法人やまびこ会　茂原　治 平27. 1. 1内   透析 診療所
     腎・循環器もはらクリ泉南市信達大苗代１１２３番地の常　勤:    1理事長　茂原　治 組織変更 現存
     ニック ２２ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 704956-01676 眞山クリニック 〒590-0504 072-482-4555眞山　崇 眞山　崇 平27.11. 1内   小   放  診療所
     泉南市信達市場２２３７番地の２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705056-01684 フラワークリニック 〒590-0533 072-447-4949立花　和泉 立花　和泉 平28. 2. 1内   診療所
     泉南市中小路二丁目１８３７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705156-01692 医療法人　濵田医院 〒590-0522 072-482-8930医療法人濵田医院　理濵田　實 平28. 2. 1耳い 診療所
     泉南市信達牧野９１２番１ 常　勤:    1事長　濵田　實 移転 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
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 705256-01700 大阪府立砂川厚生福祉〒590-0525 072-482-2881大阪府知事　松井　一村上　義明 平28. 4. 1精   診療所
     センター 泉南市馬場三丁目１５６６砂川厚常　勤:    1郎 新規 現存
     生福祉センター管理棟内１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705356-01718 医療法人キレンゲ会　〒590-0503 072-480-0008医療法人キレンゲ会　 野谷　定美 平28. 9. 1一般        16診療所
     泉南新家クリニック 泉南市新家１８０１番地 常　勤:    1理事長　 野谷　定美 組織変更 内   リウ アレ現存
     (医       1) 平28. 9. 1放   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705457-00676 医療法人　和幸会　阪〒575-0014 0743-78-1188医療法人　和幸会　理栗岡　政典 昭42. 2. 1療養        48病院
     (57-60676 ) 奈サナトリウム 四條畷市上田原６１３番地 常　勤:    7事長　栗岡　隆顕 新規 精神       213現存
     (医       5) 平30. 2. 1精   心内 内  
     (歯       2) 歯   
     非常勤:   10
     (医       9)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705557-00809 新井医院 〒575-0051 072-876-1375新井　正典 新井　正典 昭47.10. 1内   胃   放  診療所
     四條畷市中野本町３４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705657-00932 髙林医院 〒575-0061 072-877-0968髙林　久夫 髙林　久夫 昭53. 9. 1内   外   皮  診療所
     四條畷市清滝中町２０番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705757-01005 耳鼻咽喉科くもん医院〒575-0063 072-877-3387久門　正義 久門　正義 昭59.11. 1耳い 診療所
     四條畷市大字清瀧３６９－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705857-01013 社会福祉法人幸友会　〒575-0014 0743-79-2525社会福祉法人幸友会　栗岡　英行 昭60. 4. 1内   精   神  診療所
     特別養護老人ホーム田四條畷市上田原５９７番地 常　勤:    1理事長　栗岡　良幸 新規 現存
     原荘診療所 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 705957-01054 四條畷市立保健センタ〒575-0052 072-877-1231四条畷市長　東　修平井上　梅樹 昭61. 4. 1小   診療所
     ー 四條畷市中野三丁目５番２８号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 706057-01096 高月内科 〒575-0002 072-878-1780高月　權一 高月　權一 昭63. 9. 1内   小   リハ診療所
     四條畷市岡山一丁目８番３０号シ常　勤:    1 新規 放   現存
     ェモア忍ヶ丘１階 (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706157-01104 医療法人　河野医院 〒575-0023 072-876-0241医療法人河野医院　理河野　泰通 昭64. 1. 1内   小   診療所
     四條畷市楠公二丁目１０番１２号常　勤:    1事長　河野　泰通 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706257-01112 医療法人　田中医院 〒575-0024 072-877-1078医療法人田中医院　理近藤　明喜子 昭64. 1. 1内   小   胃  診療所
     四條畷市塚脇町５番３号 常　勤:    2事長　近藤　明喜子 組織変更 循   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706357-01120 医療法人　藤関眼科 〒575-0032 072-876-7155医療法人藤関眼科　理藤關　義人 昭64. 1. 1眼   診療所
     四條畷市米崎町１４番４号 常　勤:    1事長　藤關　義人 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706457-01146 医療法人　北樟会　き〒575-0023 072-879-2540医療法人　北樟会　き北井　寛 平 2. 1. 1整外 外   リウ診療所
     たいクリニック 四條畷市楠公二丁目８番１０号 常　勤:    2たいクリニック　理事 組織変更 リハ 消   内  現存
     (医       2)長　北井　寛 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706557-01153 医療法人　吉田耳鼻咽〒575-0023 072-876-1865医療法人吉田耳鼻咽喉吉田　彰 平 2. 1. 1耳い 診療所
     喉科 四條畷市楠公一丁目９番２号 常　勤:    1科　理事長　吉田　彰 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706657-01203 医療法人　中村診療所〒575-0052 072-878-5510医療法人中村診療所　中村　諭 平 5. 1. 1外   皮   消  診療所
     四條畷市中野一丁目３番１号 常　勤:    1理事長　中村　諭 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706757-01237 はかまだ耳鼻咽喉科 〒575-0003 072-879-4133袴田　茂利 袴田　茂利 平 8. 5. 1耳い 診療所
     四條畷市岡山東一丁目８番３号山常　勤:    1 新規 現存
     口ビル２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 706857-01278 医療法人三和会　福田〒575-0002 072-862-0621医療法人　三和会　理福田　武彦 平11. 6. 1一般        12診療所
     産婦人科医院 四條畷市岡山一丁目４番７号 常　勤:    1事長　福田　 彦 移転 産婦 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 706957-01286 医療法人　福田医院 〒575-0002 072-876-1666医療法人　福田医院　福田　茂樹 平12. 5. 1内   小   診療所
     四條畷市岡山二丁目１番５８号 常　勤:    2理事長　福田　茂樹 移転 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707057-01294 医療法人　大秀会　イ〒575-0013 0743-71-1122医療法人　大秀会　理伊藤　大輔 平12. 7. 1外   整外 内  診療所
     トウ・クリニック 四條畷市田原台四丁目４番２４号常　勤:    1事長　伊藤　大輔 組織変更 消   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707157-01302 医療法人　竹吉整形外〒575-0003 072-876-7222医療法人　竹吉整形外竹吉　惠一 平14. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     科 四條畷市岡山東一丁目１０番５号常　勤:    1科　理事長　竹吉　惠 組織変更 現存
     忍ヶ丘センタービル３階 (医       1)一 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707257-01310 医療法人　林内科医院〒575-0003 072-878-8191医療法人　林内科医院林　美奈 平14. 1. 1内   呼内 診療所
     四條畷市岡山東二丁目１番２３号常　勤:    2　理事長　林　美奈 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707357-01336 久保クリニック 〒575-0023 072-877-8863久保　信二 久保　信二 平15.12. 1ひ   診療所
     四條畷市楠公一丁目１４番４号楠常　勤:    1 新規 （人工透析あり現存
     公ビル２階・３階 (医       1) 平27.12. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707457-01344 やまぐち眼科 〒575-0003 072-878-2085山口　環 山口　環 平16. 7. 1眼   診療所
     四條畷市岡山東一丁目８番３号３常　勤:    1 新規 現存
     ９ビル１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707557-01351 清滝らくらく苑診療所〒575-0061 072-876-3611社会福祉法人山麓会　福田　泰樹 平16.12. 1内   呼   婦  診療所
     四條畷市清滝中町１番３号 常　勤:    2理事長　田中　敏弘 新規 精   現存
     (医       2) 平28.12. 1０５呼吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707657-01369 医療法人　松吉会　松〒575-0032 072-876-7221医療法人　松吉会　理松吉　修一 平17. 7. 1内   外   放  診療所
     吉医院 四條畷市米崎町１７番３０号 常　勤:    2事長　松吉　修一 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 707757-01377 社会医療法人　信愛会〒575-0051 072-877-6639社会医療法人信愛会　西村　進一 平17.12. 1一般       228病院
     　畷生会脳神経外科病四條畷市中野本町２８番１号 常　勤:   22理事長　吉川　将史 移転 療養        42現存
     院 (医      22) 平29.12. 1脳外 整外 内  
     非常勤:  101 呼内 循   外  
     (医     101) ひ   形外 眼  
     放   麻   リハ
     救命 消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707857-01393 安部クリニック 〒575-0013 0743-78-8875安部　訓世 安部　訓世 平18. 2. 2内   循   小  診療所
     四條畷市田原台五丁目１７番２１常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 707957-01401 老人ホーム四條畷荘　〒575-0043 072-878-2651社会福祉法人大阪府社久保　光彦 平20. 1. 1内   診療所
     診療所 四條畷市北出町２８番地１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. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708057-01419 耳鼻咽喉科・アレルギ〒575-0023 072-878-4187宮﨑　信 宮﨑　信 平20. 2. 1耳い アレ 診療所
     ー科　まことクリニッ四條畷市楠公一丁目１５番８号２常　勤:    1 新規 現存
     ク 階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708157-01427 愛ｅｙｅクリニック 〒575-0023 072-877-0023宮﨑　俊明 宮﨑　俊明 平20. 3. 1眼   診療所
     四條畷市楠公一丁目１５番８号２常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708257-01435 すぎはら皮ふ科 〒575-0023 072-862-0809杉原　昭 杉原　昭 平20. 4. 1皮   アレ 診療所
     四條畷市楠公二丁目８番２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708357-01450 医療法人　くぼた整形〒575-0023 072-803-5185医療法人くぼた整形外久保田　昌信 平22. 7. 1整外 外   リウ診療所
     外科 四條畷市楠公一丁目１４番４号楠常　勤:    1科　理事長　久保田　 組織変更 リハ 現存
     公ビル１階 (医       1)昌信 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708457-01468 ふくだ　クリニック 〒575-0051 072-862-1156福田　泰樹 福田　泰樹 平23.10. 1内   呼   婦  診療所
     四條畷市中野本町８番３９号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708557-01476 なかむらクリニック 〒575-0045 072-878-2291中村　充彦 中村　充彦 平23.10. 1内   消   胃  診療所
     四條畷市雁屋西町２番１０号 常　勤:    1 継承 整外 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 708657-01492 社会福祉法人京慈会　〒575-0003 072-862-1188社会福祉法人　京慈会金﨑　巧 平25. 5. 1小   診療所
     いるかこどもクリニッ四條畷市岡山東２丁目３番２８号常　勤:    1　理事長　白川　京林 新規 現存
     ク (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708757-01500 るうてるホーム診療所〒575-0002 072-878-9371社会福祉法人るうてる浦野　澄郎 平25.11. 1内   診療所
     四條畷市岡山五丁目１９番２０号常　勤:    1ホーム　理事長　大柴 新規 現存
     (医       1)　譲治 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708857-01518 みやざきクリニック 〒575-0023 072-863-2266宮﨑　秀行 宮﨑　秀行 平25.12. 1内   診療所
     四條畷市楠公１丁目１５の８ドラ常　勤:    1 新規 現存
     ッグストア　アカカベ楠公通り店(医       1) 平25.12. 1
     　２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 708957-01526 医療法人　藤井会　北〒575-0003 072-879-5311医療法人　藤井会　理川口　雄才 平26. 3. 1一般        45病院
     河内藤井病院 四條畷市岡山東３丁目１番地６号常　勤:    2事長　藤井　弘史 組織変更 内   外   整外現存
     (医       2) 平26. 3. 1脳外 リハ 放  
     非常勤:   22 消   
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709057-01534 西村クリニック 〒575-0023 072-862-3001西村　章 西村　章 平27. 1. 1内   診療所
     四條畷市楠公１丁目１４番６号梨常　勤:    1 新規 現存
     岡ハイツ１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709157-01542 医療法人　にしもとこ〒575-0023 072-381-8145医療法人にしもとこど西本　文人 平27. 7. 1小   診療所
     どもクリニック 四條畷市楠公２丁目８番２２号 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　西本　文人 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709257-01559 医療法人喜蓮会　きた〒575-0001 072-800-6137医療法人喜蓮会　理事喜多　敏泰 平27.11. 1眼   診療所
     眼科 四條畷市砂四丁目３番２号イオン常　勤:    1長　喜多　敏泰 新規 現存
     モール四條畷２階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709357-01567 さかいクリニック 〒575-0002 072-862-3380坂井　陽祐 坂井　陽祐 平28. 3. 1内   循   透析診療所
     四條畷市岡山５丁目１番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709457-01575 みやいファミリークリ〒575-0034 072-800-8282宮居　健 宮居　健 平28. 9. 1小   内   アレ診療所
     ニック 四條畷市江瀬美町１２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 709558-01979 医療法人　育生会（社〒547-0032 06-6709-3455医療法人　育生会（社繁澤　晃 昭32.10. 1一般        33病院
     団）　三好病院 大阪市平野区流町四丁目１０番１常　勤:    2団）　理事長　三好　 新規 療養        36現存
     ０号 (医       2)賢 平29.10. 1内   呼   胃  
     非常勤:   22 循   外   整外
     (医      22) ひ   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709658-02746 マスミ診療所 〒547-0032 06-6709-7095麓　逸郎 麓　逸郎 昭35. 8. 1内   小   診療所
     大阪市平野区流町三丁目１８番１常　勤:    1 現存
     ０号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709758-03637 細野医院 〒547-0011 06-6709-2480細野　孟 細野　孟 昭40. 4. 1内   小   外  診療所
     大阪市平野区長吉出戸八丁目５番常　勤:    1 皮   現存
     ６号　 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709858-03827 医療法人　正和病院 〒547-0022 06-6709-8886医療法人　正和病院　西浦　弘行 昭40.12. 1一般        58病院
     大阪市平野区瓜破東一丁目５番５常　勤:    3理事長　森　幸彦 新規 療養       107現存
     号 (医       3) 平28.12. 1内   外   整外
     非常勤:   29 循   
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 709958-04718 医療法人寺西報恩会　〒547-0016 06-6709-0301医療法人　寺西報恩会梁瀬　義章 昭47. 1. 1一般       192病院
     長吉総合病院 大阪市平野区長吉長原一丁目２番常　勤:   23　理事長　梁瀬　義章 新規 療養       141現存
     ３４号 (医      23) 平29. 1. 1内   小   外  
     非常勤:   55 整外 皮   ひ  
     (医      55) 眼   耳い 麻  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710058-05103 医療法人　緑風会病院〒547-0034 06-6705-1021医療法人　緑風会　理小林　久 昭54. 4. 1一般       142病院
     大阪市平野区背戸口１－１８－１常　勤:   10事長　杉本　侃 新規 内   外   整外現存
     ３ (医      10) 平30. 4. 1脳外 リハ 放  
     非常勤:   22 ひ   循   消  
     (医      22) 内科、循環器内
     科　外科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710158-05137 特別養護老人ホーム　〒547-0012 06-6790-1433社会福祉法人　愛和福金　奉賀 昭54. 8. 1内   診療所
     愛和診療所 大阪市平野区長吉六反二丁目１番常　勤:    1祉会　理事長　竹本　 現存
     ６号 (医       1)榮 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710258-05152 津川耳鼻咽喉科医院 〒547-0045 06-6791-3741津川　善彦 津川　善彦 昭55. 5. 1耳い 診療所
     大阪市平野区平野上町二丁目７番常　勤:    1 移転 休止
     ２７号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 710358-05327 植田産婦人科・内科 〒547-0033 06(6705)1130植田　勝間 植田　勝間 昭57. 5. 1一般         3診療所
     大阪市平野区平野西２－５－４ 常　勤:    1 移転 産婦 内   休止
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710458-05384 城眼科 〒547-0002 06-6791-6577城　奈穗美 城　奈穂美 昭58. 7. 1眼   診療所
     大阪市平野区加美東四丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710558-05434 大阪市更生療育センタ〒547-0026 06-6797-6681社会福祉法人　大阪市岩村　千代 昭59. 7. 1小   整外 リハ診療所
     ー内診療所 大阪市平野区喜連西六丁目２番５常　勤:    2障害者福祉・スポーツ 新規 現存
     ５号 (医       2)協会　理事長　山田　 平29. 7. 1
     俊平
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710658-05467 柳医院 〒547-0031 06(6707)2525柳　吉相 柳　吉相 昭60. 1. 1内   小   リハ診療所
     大阪市平野区平野南４－２－３ 常　勤:    1 移転 アレ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710758-05533 谷口眼科 〒547-0032 06-6799-0778長谷川　治彦 長谷川　治彦 昭60.11. 1眼   診療所
     大阪市平野区流町一丁目２番９号常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710858-05624 医療法人　佐々木産婦〒547-0012 06-6790-1320医療法人佐々木産婦人佐々木　隆 昭62. 1. 1産婦 内   小  診療所
     人科医院 大阪市平野区長吉六反三丁目２１常　勤:    1科医院　理事長　佐々 組織変更 現存
     番１３号 (医       1)木　隆 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 710958-05640 特別養護老人ホーム喜〒547-0027 06-6790-6666社会福祉法人　永寿福八木　昭彦 昭62. 3. 1内   診療所
     連診療所 大阪市平野区喜連二丁目２番４０常　勤:    1祉会　理事長　村田　 新規 現存
     号 (医       1)真由美 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711058-05665 医療法人慈光会　中谷〒547-0016 06-6708-6345医療法人　慈光会　中中谷　幸平 昭62. 7. 1内   消   呼  診療所
     医院 大阪市平野区長吉長原四丁目１番常　勤:    2谷医院　理事長　中谷 組織変更 循   リハ 現存
     １７号 (医       2)　幸平 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711158-05699 長安医院 〒547-0043 06-6792-3547長安　俊明 長安　俊明 昭62. 9. 1内   整外 外  診療所
     大阪市平野区平野東三丁目１番２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711258-05707 医療法人愛賛会　浜田〒547-0024 06-6708-7200医療法人　愛賛会　理奥田　英人 昭62. 8. 1一般        53病院
     病院 大阪市平野区瓜破一丁目６番９号常　勤:    5事長　濱田　健二 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       5) 平29. 8. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
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 711358-05772 古川耳鼻咽喉科 〒547-0032 06-6707-1188古川　恵造 古川　恵造 昭63. 6. 1耳い 診療所
     大阪市平野区流町１－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711458-05798 森本医院 〒547-0016 06-6790-1900森本　修 森本　修 昭63. 9. 1消   内   診療所
     大阪市平野区長吉長原一丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ９号森本ハイツ１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711558-05822 河合眼科 〒547-0013 06(6709)2230河合　蘭子 河合　蘭子 昭63.12. 1眼   診療所
     大阪市平野区長吉長原東一丁目７常　勤:    1 新規 現存
     番１６号メゾンカタケ１階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711658-05855 医療法人　上田外科医〒547-0012 06-6709-5226医療法人上田外科医院上田　省三 昭64. 1. 1胃   外   整外診療所
     院 大阪市平野区長吉六反三丁目４番常　勤:    2　理事長　上田　省三 組織変更 皮ひ こう リハ現存
     ２０号 (医       2) 平28. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711758-05863 医療法人　平山整形外〒547-0034 06-6703-6001医療法人平山整形外科平山　直樹 昭64. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     科 大阪市平野区背戸口五丁目６番２常　勤:    1　理事長　平山　直樹 組織変更 現存
     ６号小谷マンション１階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711858-05897 由良内科 〒547-0002 06-6794-3033由良　正信 由良　正信 平元. 5. 1内   胃   循  診療所
     大阪市平野区加美東四丁目１５番常　勤:    1 移転 小   皮   リハ現存
     ２３号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 711958-05913 医療法人　宇野眼科 〒547-0021 06-6709-4977医療法人宇野眼科　理宇野　能史 昭53. 7. 1眼   診療所
     大阪市平野区喜連東五丁目１５番常　勤:    1事長　宇野　能史 移転 現存
     １３号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712058-05921 医療法人栄和会　大同〒547-0012 06-6790-1945医療法人栄和会　理事姜　健栄（神野健栄）昭52.11. 1内   胃   呼  診療所
     クリニック 大阪市平野区長吉六反三丁目２１常　勤:    2長　神野　健栄 皮   リハ 精  現存
     番７号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712158-05947 医療法人　林診療所 〒547-0026 06-6702-0155医療法人　林診療所　 島　玲子 昭39. 7. 1内   小   放  診療所
     大阪市平野区喜連西三丁目１３番常　勤:    1理事長　 島　玲子 組織変更 胃   現存
     １８号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 712258-05954 医療法人三恵会　畠山〒547-0001 06-6794-0321医療法人　三恵会　理畠山　勝行 昭56. 7. 1一般         8診療所
     整形外科 大阪市平野区加美北三丁目１０番常　勤:    1事長　畠山　勝行 組織変更 整外 外   内  現存
     １５号 (医       1) 平28. 7. 1胃   リハ 放  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712358-05988 医療法人　山本皮膚科〒547-0044 06-6791-0350医療法人山本皮膚科本山本　正勝 昭37. 7. 1皮   アレ 診療所
     ・アレルギー科本院 大阪市平野区平野本町三丁目５番常　勤:    1院　理事長　山本　正 組織変更 現存
     １号 (医       1)勝 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712458-05996 医療法人　山内診療所〒547-0024 06-6708-1046医療法人山内診療所　渡邊　勢津子 昭44. 6. 1呼   アレ 内  診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目１番５５常　勤:    2理事長　渡邊　勢津子 組織変更 皮   リハ 現存
     号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712558-06002 医療法人　井上医院 〒547-0042 06-6791-1322医療法人井上医院　理井上　昌一 昭55.12. 1内   リハ 放  診療所
     大阪市平野区平野市町一丁目１０常　勤:    1事長　井上　昌一 組織変更 現存
     番１８号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712658-06010 斧山医院 〒547-0042 06-6791-2035斧山　治子 斧山　治子 平元. 6. 1内   小   診療所
     大阪市平野区平野市町三丁目５番常　勤:    2 継承 現存
     ２５号 (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712758-06077 海野診療所 〒547-0027 06-6705-5441海野　勝利 海野　勝利 平 2. 5. 1内   外   皮  診療所
     大阪市平野区喜連二丁目５番４５常　勤:    2 新規 リハ 現存
     号 (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712858-06093 医療法人　栗原医院 〒547-0045 06-6791-3725医療法人　栗原医院　栗原　成光 平 2. 7. 1内   循   皮  診療所
     大阪市平野区平野上町一丁目１７常　勤:    1理事長　栗原　成光 組織変更 リハ 現存
     番２２号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 712958-06119 医療法人谷村会　谷村〒547-0031 06-6707-9345医療法人　谷村会　理谷村　智彦 平 2. 7. 1外   皮   ひ  診療所
     外科・内科 大阪市平野区平野南一丁目１０番常　勤:    2事長　谷村　智彦 組織変更 内   胃   こう現存
     ２４号 (医       2) 平29. 7. 1放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713058-06150 黒瀬胃腸科外科診療所〒547-0005 06-6791-7321小泉　英勝 小泉　英勝 平 2. 7.20胃   外   診療所
     大阪市平野区加美西二丁目８番１常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平29. 7.20



 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   786 頁

 713158-06168 中谷小児内科クリニッ〒547-0006 06(6796)3175中谷　正晴 中谷　正晴 平 3. 1. 1小   診療所
     ク 大阪市平野区加美正覚寺２－１０常　勤:    1 新規 現存
     －２９ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713258-06176 医療法人　原田耳鼻咽〒547-0024 06-6799-2737医療法人　原田耳鼻咽原田　壽利 平 2.12. 8耳い 診療所
     喉科医院 大阪市平野区瓜破一丁目２番５２常　勤:    1喉科医院　理事長　原 移転 現存
     号 (医       1)田　壽利 平29.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713358-06218 松村小児科医院 〒547-0033 06(6700)4050松村　昌洋 松村　昌洋 平 3. 5. 1小   診療所
     大阪市平野区平野西六丁目５番３常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713458-06234 岩谷小児科 〒547-0032 06(6790)0329岩谷　敦子 岩谷　敦子 平 3. 7. 1小   診療所
     大阪市平野区流町３－１３－９ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713558-06283 田口診療所 〒547-0044 06-6796-3737田口　忠宏 田口　忠宏 平 3.11. 1内   胃   外  診療所
     大阪市平野区平野本町一丁目１４常　勤:    1 新規 リハ 現存
     番１３号メゾンエコー１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713658-06291 たぐち眼科 〒547-0044 06-6796-3737田口　聖子 田口　聖子 平 3.11. 1眼   診療所
     大阪市平野区平野本町一丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番１３号メゾンエコー２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713758-06325 晃生整形外科 〒547-0006 06-6791-2116岸　晃良 岸　晃良 平 4. 4. 1外   整外 リハ診療所
     大阪市平野区加美正覚寺１－２５常　勤:    2 新規 放   現存
     －１９ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713858-06333 医療法人　平井診療所〒547-0042 06-6791-8720医療法人平井診療所　池田　美也 平 4. 5. 1内   小   診療所
     大阪市平野区平野市町二丁目７番常　勤:    2理事長　池田　美也 移転 現存
     １０号 (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 713958-06374 医療法人富寿会　村田〒547-0043 06-6791-1524医療法人　富寿会　理向田　尊洋 平 4.12. 1内   外   呼  診療所
     クリニック 大阪市平野区平野東一丁目８番２常　勤:    1事長　向田　尊洋 移転 消   リハ 放  現存
     ９号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 714058-06382 医療法人　宇野医院 〒547-0002 06-6796-1933医療法人　宇野医院　宇野　弘 平 5. 1. 1外   整外 内  診療所
     大阪市平野区加美東四丁目７番２常　勤:    1理事長　宇野　弘 組織変更 現存
     １号高原ビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714158-06408 医療法人　岡部耳鼻咽〒547-0012 06-6709-4849医療法人　岡部耳鼻咽大西　博昭 平 5. 1. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 大阪市平野区長吉六反二丁目６番常　勤:    2喉科医院　理事長　岡 組織変更 現存
     ３９号 (医       2)部　卓雄 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714258-06416 医療法人　深津クリニ〒547-0031 06-6709-3005医療法人　深津クリニ東妻　輝幸 平 5. 1. 1内   胃   循  診療所
     ック 大阪市平野区平野南一丁目５番２常　勤:    1ック　理事長　東妻　 組織変更 放   現存
     ８号 (医       1)輝幸 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714358-06473 小沢皮フ科 〒547-0013 06-6700-3680小澤　一視 小澤　一視 平 5. 4. 1皮   診療所
     大阪市平野区長吉長原東一丁目７常　勤:    1 新規 現存
     番１６号メゾンカタケ２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714458-06507 入谷医院 〒547-0044 06-6793-5405入谷　純光 入谷　純光 平 5. 5. 1内   ひ   リハ診療所
     大阪市平野区平野本町二丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番１４号グリーンハイツ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714558-06531 医療法人　東森医院 〒547-0045 06-6791-0067医療法人　東森医院　東森　俊博 平 5. 7. 1内   小   診療所
     大阪市平野区平野上町二丁目９番常　勤:    1理事長　東森　俊博 組織変更 現存
     １３号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714658-06572 井藤医院 〒547-0024 06-6703-3387井藤　尚之 井藤　尚之 平 5.10. 1小   内   皮  診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目１番６５常　勤:    2 新規 現存
     号ミタカホーム８番１階 (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714758-06630 松本病院 〒547-0043 06-6791-5000松本　誠 松本　誠 平 5.11.27療養        51病院
     大阪市平野区平野東１－８－９ 常　勤:    2 継承 外   内   胃  現存
     (医       2) 平29.11.27循   整外 形外
     非常勤:   15 麻   リハ 放  
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 714858-06648 医療法人　向坂医院 〒547-0047 06(6791)1166医療法人　向坂医院　向坂　直哉 平 6. 1. 1内   循   呼内診療所
     大阪市平野区平野元町８－１５－常　勤:    1理事長　向坂　直哉 移転 消   整外 リハ現存
     １０１ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)



 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   788 頁

 714958-06663 ノベハラ医院 〒547-0003 06-6794-3241延原　俊孝 延原　俊孝 平 6. 4. 1内   小   診療所
     大阪市平野区加美南１－８－１８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715058-06689 矢倉クリニック 〒547-0022 06-6701-4715矢倉　久嗣 矢倉　久嗣 平 6. 6. 1整外 内   リハ診療所
     大阪市平野区瓜破東３－３－２０常　勤:    1 新規 脳外 リウ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715158-06697 山田診療所 〒547-0027 06(6706)0008山田　安民 山田　安民 平 6. 8. 1内   消   小  診療所
     大阪市平野区喜連５－１－１９ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715258-06713 長吉診療所 〒547-0014 06-6790-0007社会福祉法人　永寿福髙田　昭郎 平 6.10. 1内   診療所
     大阪市平野区長吉川辺三丁目２０常　勤:    1祉会　理事長　村田　 新規 現存
     番１４号 (医       1)真由美 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715358-06739 医療法人　細川医院 〒547-0016 06-6709-8210医療法人細川医院　理細川　尚三 平 7. 1. 1内   小   ひ  診療所
     大阪市平野区長吉長原三丁目７番常　勤:    1事長　細川　尚三 組織変更 現存
     １５号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715458-06754 吉田眼科医院 〒547-0034 06-6707-3834吉田　晴子 吉田　晴子 平 7. 4. 1眼   診療所
     大阪市平野区背戸口一丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号　メゾン平野１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715558-06762 長谷川整形外科医院 〒547-0011 06-6701-5815長谷川　利雄 長谷川　利雄 平 7. 7. 1整外 リハ 診療所
     大阪市平野区長吉出戸五丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １３号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715658-06796 西村皮フ科クリニック〒547-0013 06-6701-3558西村　友宏 西村　友宏 平 7. 7. 1皮   診療所
     大阪市平野区長吉長原東三丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番６号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715758-06804 寺下医院 〒547-0004 06-6791-6655寺下　泰成 寺下　泰成 平 7. 7. 1内   小   リハ診療所
     大阪市平野区加美鞍作三丁目１０常　勤:    1 継承 現存
     番１７号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 715858-06812 大西耳鼻咽喉科医院 〒547-0013 06-6704-4848大西　かよ子 大西　かよ子 平 7. 9. 1耳い 診療所
     大阪市平野区長吉長原東三丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番７１号ナガハラレジデンス２階(医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 715958-06861 嶋谷診療所 〒547-0014 06-6708-3800嶋谷　薫 嶋谷　薫 平 8. 1. 1内   胃   外  診療所
     大阪市平野区長吉川辺一丁目１番常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     ７号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716058-06879 医療法人　川満整形外〒547-0026 06-6700-0111医療法人川満整形外科川満　政之 平 8. 1. 1整外 リハ 診療所
     科 大阪市平野区喜連西四丁目６番６常　勤:    1　理事長　川満　政之 組織変更 現存
     ９－１０１号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716158-06895 稲葉医院 〒547-0014 06-6799-1126稲葉　秀 稲葉　秀 平 8. 2. 1外   胃   内  診療所
     大阪市平野区長吉川辺三丁目４番常　勤:    1 新規 リハ こう 現存
     ７８号ヒドコート１階・２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716258-06945 医療法人　明石眼科 〒547-0046 06-6796-6606医療法人　明石眼科　明石　伸子 平 8. 7. 1眼   診療所
     大阪市平野区平野宮町一丁目６番常　勤:    1理事長　明石　伸子 組織変更 現存
     １－１０１号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716358-06952 医療法人　井上クリニ〒547-0025 06-6700-8800医療法人　井上クリニ井上　博司 平 8. 7. 1内   消   診療所
     ック 大阪市平野区瓜破西二丁目７番４常　勤:    1ック　理事長　井上　 組織変更 内科、消化器内現存
     ９号ニューロータスライフ１階 (医       1)博司 平29. 7. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716458-06960 医療法人志成会　つじ〒547-0027 06-6701-1101医療法人　志成会　理辻岡　雅典 平 8. 7. 1眼   診療所
     おか眼科 大阪市平野区喜連一丁目１番１１常　勤:    1事長　辻岡　雅典 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716558-06978 市原クリニック 〒547-0021 06-6702-1241市原　毅 市原　毅 平 8. 9. 1内   消   循  診療所
     大阪市平野区喜連東二丁目２番２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ９号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716658-06986 樹クリニック 〒547-0001 06-6796-2200鳥山　栄樹 鳥山　栄樹 平 8. 9. 1内   放   診療所
     大阪市平野区加美北八丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     ４１号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716758-06994 渡辺医院 〒547-0033 06-6707-1160渡 　勉 渡 　勉 平 8.11. 1内   外   胃  診療所
     大阪市平野区平野西一丁目７番２常　勤:    1 新規 こう アレ リハ現存
     ７号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 716858-07018 医療法人雄誠会　ミス〒547-0002 06-6793-2826医療法人　雄誠会　理笹脇　利久 平 8.10. 1外   整外 皮  診療所
     ミ診療所 大阪市平野区加美東二丁目３番３常　勤:    1事長　笹脇　利久 移転 内   胃   放  現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
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 716958-07034 医療法人　酒井診療所〒547-0022 06-6700-0303医療法人　酒井診療所酒井　泰征 平 9. 1. 1内   小   循  診療所
     大阪市平野区瓜破東二丁目７番５常　勤:    1　理事長　酒井　泰征 組織変更 胃   リハ 現存
     ５号サンビレッジ１階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717058-07042 酒井耳鼻咽喉科 〒547-0041 06-6792-8733酒井　豊彦 酒井　豊彦 平 9. 4. 1耳い 診療所
     大阪市平野区平野北一丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ３７号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717158-07059 平山クリニック 〒547-0031 06-6709-8778平山　晃司 平山　晃司 平 9. 4. 1外   整外 皮  診療所
     大阪市平野区平野南二丁目９番２常　勤:    1 新規 胃   こう リハ現存
     ９号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717258-07075 小堀整形外科クリニッ〒547-0024 06-6790-3430小堀　肇彦 小堀　肇彦 平 9. 8. 1整外 形外 外  診療所
     ク 大阪市平野区瓜破二丁目１番６号常　勤:    1 新規 リウ リハ 現存
     メゾンアコーレ１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717358-07083 新井クリニック 〒547-0026 06-6769-0555新井　真秀 新井　真秀 平 9. 8. 1外   こう リハ診療所
     大阪市平野区喜連西三丁目１３番常　勤:    1 新規 内   胃   現存
     ２４号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717458-07158 近藤眼科医院 〒547-0024 06-6700-0505近藤　惠 近藤　惠 平 9.10. 1眼   診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目１番１３常　勤:    1 継承 現存
     号ひろのビル１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717558-07174 医療法人医心堂　キム〒547-0001 06-6758-2510医療法人医心堂　キム金　七龍 平10. 1. 1麻   内   リハ診療所
     クリニック 大阪市平野区加美北一丁目７番７常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)金　七龍 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717658-07182 医療法人　長浦小児科〒547-0046 06-6793-0555医療法人長浦小児科　長浦　智明 平10. 1. 1小   診療所
     大阪市平野区平野宮町一丁目６番常　勤:    1理事長　長浦　智明 組織変更 現存
     地メガロコープヒラノ１号棟１階(医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717758-07208 医療法人平雅会　古川〒547-0032 06-6797-8362医療法人平雅会　理事古川　雅祥 平10. 1. 1皮   形外 診療所
     皮膚科・形成外科 大阪市平野区流町一丁目１番６号常　勤:    1長　古川　雅祥 組織変更 現存
     山三ビル１階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 717858-07307 池渕クリニック 〒547-0011 06-6709-0084池淵　元祥 池淵　元祥 平10. 7. 1内   循   小  診療所
     大阪市平野区長吉出戸二丁目４番常　勤:    1 継承 現存
     １６号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 717958-07323 医療法人　こうだ医院〒547-0002 06-6794-8822医療法人　こうだ医院黄田　清文 平11. 1. 1内   消   皮  診療所
     大阪市平野区加美東四丁目２２番常　勤:    1　理事長　黄田　清文 組織変更 和漢 現存
     ９号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718058-07331 医療法人　芝切医院 〒547-0013 06-6706-1419医療法人　芝切医院　芝切　一平 平11. 1. 1内   胃   放  診療所
     大阪市平野区長吉長原東一丁目７常　勤:    1理事長　芝切　一平 組織変更 現存
     番１６号メゾンカタケ１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718158-07349 おかもと耳鼻咽喉科 〒547-0016 06-4302-8741岡本　英樹 岡本　英樹 平11. 2. 1耳い 診療所
     大阪市平野区長吉長原三丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718258-07356 西脇クリニック 〒547-0011 06-4302-2481西脇　新一 西脇　新一 平11. 5. 1心内 神内 神  診療所
     大阪市平野区長吉出戸五丁目３番常　勤:    1 新規 精   現存
     １号パティオヒグチ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718358-07380 すぎまるクリニック 〒547-0024 06-6760-3387杉丸　忠彦 杉丸　忠彦 平11. 6. 1耳い 気食 診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目１番１６常　勤:    1 新規 現存
     号ワイレア２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718458-07398 医療法人　吉田整形外〒547-0013 06-6799-3800医療法人　吉田整形外吉田　昌司 平11. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     科クリニック 大阪市平野区長吉長原東三丁目２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番５号クレストサンシェル１階 (医       1)　吉田　昌司 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718558-07406 山内内科小児科医院 〒547-0034 06-6702-9529山内　信和 山内　信和 平11. 7. 1内   小   呼内診療所
     大阪市平野区背戸口四丁目７番７常　勤:    2 移転 アレ ひ   現存
     号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718658-07422 医療法人　吉田会　ヨ〒547-0035 06-6702-5563医療法人　吉田会　ヨ村田　初恵 平12. 1. 1整外 リハ 外  診療所
     シダ外科 大阪市平野区西脇四丁目１番５５常　勤:    1シダ外科　理事長　村 組織変更 内   現存
     号 (医       1)田　初恵 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718758-07471 吉村医院 〒547-0024 06-6708-6677吉村　雅史 吉村　雅史 平12. 1.26内   小   診療所
     大阪市平野区瓜破三丁目２番４０常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 718858-07505 医療法人松仁会　松井〒547-0005 06-6794-1111医療法人　松仁会　理長尾　美津男 平12. 9. 1療養        80病院
     記念病院 大阪市平野区加美西二丁目３番５常　勤:    1事長　松井　侯乃輔 新規 内   外   リハ現存
     号 (医       1) 平24. 9. 1整外 脳外 皮  
     非常勤:   40 消   
     (医      40) 消は消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 718958-07539 三光寺クリニック 〒547-0011 06-6760-5005三光寺　俊紀 三光寺　俊紀 平12.10. 1内   リハ 放  診療所
     大阪市平野区長吉出戸一丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ３２号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719058-07554 永寿診療所 〒547-0023 06-6760-5070社会福祉法人　永寿福瀧藤　尊照 平13. 1. 1内   診療所
     大阪市平野区瓜破南一丁目２番１常　勤:    1祉会　理事長　村田　 新規 現存
     １号 (医       1)真由美 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719158-07562 医療法人　岩切診療所〒547-0026 06-6797-5066医療法人　岩切診療所岩切　乙三 平13. 1. 1内   消   リハ診療所
     大阪市平野区喜連西四丁目４番２常　勤:    1　理事長　岩切　乙三 組織変更 麻   放   心内現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719258-07596 医療法人長原会　村山〒547-0013 06-6790-8835医療法人長原会　理事村山　史秀 平13. 1. 1小   アレ 診療所
     小児科 大阪市平野区長吉長原東三丁目２常　勤:    2長　村山　史秀 組織変更 現存
     番３３号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719358-07604 山田クリニック 〒547-0035 06-6760-5360山田　一 山田　一 平13. 2. 1ひ   内   消  診療所
     大阪市平野区西脇三丁目２番７号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719458-07612 岡田医院 〒547-0025 06-6701-0448岡田　昇 岡田　昇 平13. 1. 1内   ひ   診療所
     大阪市平野区瓜破西三丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     ９号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719558-07620 和悦会診療所 〒547-0001 06-4303-7700社会福祉法人和悦会　大荒　貞男 平13. 4. 1内   精   整外診療所
     大阪市平野区加美北七丁目１番２常　勤:    1理事長　村本　真吾 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719658-07646 医療法人　坂部医院 〒547-0013 06-6709-0174医療法人　坂部医院　坂部　孝治 平13. 7. 1内   小   消  診療所
     大阪市平野区長吉長原東二丁目１常　勤:    1理事長　坂部　孝治 組織変更 現存
     番４号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 719758-07653 医療法人鴻尚会　にし〒547-0034 06-6701-2646医療法人鴻尚会　理事西牧　弘行 平13. 7. 1内   リハ 診療所
     まきクリニック 大阪市平野区背戸口一丁目２２番常　勤:    1長　西牧　弘行 組織変更 現存
     地１６号ヴェルデ瑞穂壱番館１０(医       1) 平25. 7. 1
     ６ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719858-07661 坪田医院 〒547-0032 06-6709-2666塩田　浩美 塩田　浩美 平14. 3. 1内   循   小  診療所
     大阪市平野区流町三丁目２番４号常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 719958-07679 むいメンタルクリニッ〒547-0046 06-6794-5620撫井　弘二 撫井　弘二 平14. 5. 1神   精   診療所
     ク 大阪市平野区平野宮町一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ５号１８４号室 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720058-07711 毛受医院 〒547-0013 06-6709-2638毛受　正和 毛受　正和 平14. 6. 1内   循   診療所
     大阪市平野区長吉長原東三丁目５常　勤:    2 継承 現存
     番１号 (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720158-07737 医療法人　森本医院 〒547-0025 06-6702-6705医療法人　森本医院　森本　周平 平14. 7. 1整外 内   精  診療所
     大阪市平野区瓜破西一丁目８番８常　勤:    1理事長　森本　周平 組織変更 現存
     ６号 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720258-07786 杉本クリニック 〒547-0033 06-6703-1007杉本　浩史 杉本　浩史 平14.10. 1内   消   呼  診療所
     大阪市平野区平野西一丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720358-07794 特養四天王寺紅生園診〒547-0021 06-6760-7611社会福祉法人　四天王長濵　実穂 平15. 4. 1内   精   診療所
     療所 大阪市平野区喜連東五丁目１３番常　勤:    1寺福祉事業団　理事長 新規 現存
     ３０号 (医       1)　瀧藤　尊淳 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720458-07802 竹村皮フ科クリニック〒547-0046 06-4303-1222竹村　宏代 竹村　宏代 平15. 4. 1皮   アレ 診療所
     大阪市平野区平野宮町一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ５号１７３ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720558-07828 松村皮膚科医院 〒547-0044 06-4303-7618松村　隆史 松村　隆史 平15. 6. 1皮   診療所
     大阪市平野区平野本町一丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番１５号 (医       1) 平27. 6. 1
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 720658-07836 さくらいクリニック 〒547-0025 06-6769-7833櫻井　昌禄 櫻井　昌禄 平15. 7. 1整外 内   小  診療所
     大阪市平野区瓜破西一丁目８番４常　勤:    1 新規 皮   現存
     ８号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720758-07851 医療法人　佐久間クリ〒547-0027 06-6760-7311医療法人佐久間クリニ佐久間　良二 平15. 7. 1内   外   整外診療所
     ニック 大阪市平野区喜連四丁目８番６３常　勤:    1ック　理事長　佐久間 組織変更 リハ 休止
     号ビクトワール喜連２階 (医       1)　良二 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720858-07877 医療法人敬寿会　吉村〒547-0027 06-6703-5881医療法人敬寿会　理事木下　忍 平15. 7. 1精   心内 診療所
     診療所 大阪市平野区喜連二丁目７番３１常　勤:    1長　高橋　清武 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720958-07885 医療法人青山会　川越〒547-0014 06-6702-3222医療法人青山会　理事川越　裕也 平15. 9. 1内   診療所
     診療所 大阪市平野区長吉川辺三丁目８番常　勤:    1長　橋塚　省三 組織変更 現存
     ６号 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721058-07893 おおあらクリニック 〒547-0025 06-6709-8818大荒　貞男 大荒　貞男 平15.12. 1内   消   リハ診療所
     大阪市平野区瓜破西一丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721158-07919 医療法人成仁会　酒井〒547-0006 06-6791-0091医療法人成仁会酒井医酒井　泰彦 平15.11. 1内   小   診療所
     医院 大阪市平野区加美正覚寺二丁目６常　勤:    2院　理事長　酒井　泰 移転 現存
     番１４号 (医       2)彦 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721258-07935 医療法人　米川医院 〒547-0041 06-6793-1638医療法人米川医院　理米川　智 平16. 1. 1内   小   婦  診療所
     大阪市平野区平野北二丁目２番３常　勤:    2事長　米川　智 組織変更 現存
     ０号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721358-07943 上西クリニック 〒547-0033 06-6760-5630上西　正明 上西　正明 平16. 4. 1内   外   リハ診療所
     大阪市平野区平野西三丁目９番２常　勤:    1 新規 循   現存
     １号コーポ常磐１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721458-07984 日野レディースクリニ〒547-0016 06-6706-1600日野　晃治 日野　晃治 平16. 5. 1婦   内   リハ診療所
     ック 大阪市平野区長吉長原三丁目１６常　勤:    1 新規 産   現存
     番６号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 721558-07992 医療法人　土居整形外〒547-0016 06-6700-1369医療法人土居整形外科土居　平人 平16. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 大阪市平野区長吉長原四丁目１－常　勤:    1医院　理事長　土居　 組織変更 現存
     ６ (医       1)平人 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721658-08008 医療法人愛優会　まき〒547-0013 06-6799-1225医療法人愛優会　理事牧野　勲 平16. 7. 1眼   診療所
     の眼科 大阪市平野区長吉長原東三丁目５常　勤:    1長　牧野　勲 組織変更 現存
     番７号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721758-08040 津村眼科医院 〒547-0045 06-6794-1155津村　浩志 津村　浩志 平16.11.16眼   診療所
     大阪市平野区平野上町一丁目４番常　勤:    1 継承 現存
     １６号 (医       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721858-08057 医療法人実恒会　なが〒547-0011 06-6760-1002医療法人実恒会　理事長濵　実穂 平17. 1. 1外   リハ 内  診療所
     はまクリニック 大阪市平野区長吉出戸二丁目４番常　勤:    1長　長濵　実穂 組織変更 現存
     ２７号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 721958-08065 医療法人豊旺会　共立〒547-0011 06-6799-0285医療法人豊旺会　理事福田　 平17. 1. 1一般       115病院
     病院 大阪市平野区長吉出戸七丁目１４常　勤:    8長　島田　千秋 移転 療養        84現存
     番１３号 (医       8) 平29. 1. 1内   透析 消  
     非常勤:   19 外   皮   脳外
     (医      19) 整外 リハ 麻  
     腎臓内科、０８
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722058-08073 高山整形外科内科 〒547-0047 06-6794-0909高山　昌義 高山　昌義 平17. 4. 1整外 脳外 神内診療所
     大阪市平野区平野元町１０番２３常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     号ユニハイム平野駅前マンション(医       1) 平29. 4. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722158-08081 おかむら眼科 〒547-0012 06-6706-1300岡村　展明 岡村　展明 平17. 5. 1眼   診療所
     大阪市平野区長吉六反二丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722258-08099 金川医院 〒547-0044 06-6791-0063寺山　幸嗣 寺山　幸嗣 平17. 4. 1内   診療所
     大阪市平野区平野本町四丁目１６常　勤:    1 継承 現存
     番１７号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722358-08115 医療法人　中山クリニ〒547-0044 06-6795-5862医療法人　中山クリニ中山　英普 平17. 7. 1小   内   アレ診療所
     ック 大阪市平野区平野本町四丁目２番常　勤:    1ック　理事長　中山　 組織変更 現存
     １７号 (医       1)英普 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722458-08123 松田クリニック 〒547-0034 06-6708-7061松田　真弥 松田　真弥 平17. 8. 1麻   整外 内  診療所
     大阪市平野区背戸口一丁目１２番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １０号 (医       1) 平29. 8. 1
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 722558-08131 医療法人五月会　平野〒547-0024 06-6799-1010医療法人五月会　理事大割　貢 平17. 8. 1一般       144病院
     若葉会病院 大阪市平野区瓜破二丁目１番１９常　勤:    9長　森　裕史 組織変更 療養        30現存
     号 (医       9) 平29. 8. 1内   外   整外
     非常勤:   27 小   形外 皮  
     (医      27) ひ   放   リハ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722658-08149 舳松内科クリニック 〒547-0033 06-6704-0122舳松　伸寛 舳松　伸寛 平17.11. 1内   消   循  診療所
     大阪市平野区平野西四丁目３番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722758-08164 野崎クリニック 〒547-0024 06-6706-8525野崎　寛爾 野崎　寛爾 平17.12. 1内   診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目２番１８常　勤:    2 移転 現存
     号 (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722858-08172 医療法人大平会　やま〒547-0002 06-4303-7775医療法人大平会　理事山澤　猛 平18. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ざわ整形外科 大阪市平野区加美東四丁目１１番常　勤:    1長　山澤　猛 組織変更 外   現存
     １５号プラムガーデンハイツ１階(医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 722958-08180 酒井内科・小児科 〒547-0044 06-6791-7019中村　通良 中村　通良 平18. 1. 1内   小   診療所
     大阪市平野区平野本町五丁目８番常　勤:    2 継承 現存
     ３１号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723058-08206 医療法人　浅田医院 〒547-0024 06-6701-3777医療法人　浅田医院　浅田　喜博 平18. 7. 1内   消   小  診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目３番２号常　勤:    1理事長　浅田　喜博 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723158-08230 すやま医院 〒547-0006 06-6792-7540陶山　弘太郎 陶山　弘太郎 平18. 7. 1整外 内   外  診療所
     大阪市平野区加美正覚寺二丁目１常　勤:    2 継承 皮   放   リハ現存
     番９号 (医       2) 平24. 7. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723258-08248 高木レディースクリニ〒547-0002 06-4303-6222高木　哲 高木　哲 平18.10. 1産婦 診療所
     ック 大阪市平野区加美東一丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ４４号Ｏ・Ｔ・Ｍビル３階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723358-08271 長岡医院 〒547-0032 06-6799-1077長岡　啓之 長岡　啓之 平18.10. 1内   整外 リハ診療所
     大阪市平野区流町四丁目１０番１常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723458-08289 いのうえ診療所 〒547-0026 井上　貴至 井上　貴至 平19. 1. 1消   外   内  診療所
     大阪市平野区喜連西四丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     ３号インペリアルカーサ１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 723558-08297 医療法人小川会　小川〒547-0044 06-6791-0567医療法人小川会　理事小川　誠司 平18.12. 1一般        12診療所
     産婦人科 大阪市平野区平野本町二丁目６番常　勤:    2長　小川　誠司 移転 産   婦   内  現存
     ３２号 (医       2) 平24.12. 1小   麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723658-08313 医療法人　植田産婦人〒547-0046 06(6791)1726医療法人植田産婦人科植田　嘉代子 平19. 7. 1一般        17診療所
     科 大阪市平野区平野宮町二丁目８番常　勤:    2　理事長　植田　嘉代 組織変更 産   婦   現存
     ８号 (医       2)子 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723758-08321 医療法人音和会　のだ〒547-0002 06-6793-8733医療法人音和会　理事野田　和裕 平19. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市平野区加美東一丁目８番２常　勤:    1長　野田　和裕 組織変更 現存
     ４号文野ハイツ１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723858-08339 村上クリニック 〒547-0016 06-6709-1195村上　卓 村上　卓 平19. 9. 1内   消   循  診療所
     大阪市平野区長吉長原二丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ６６ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 723958-08347 森脇耳鼻咽喉科 〒547-0026 06-6700-6400森脇　計博 森脇　計博 平19.11. 1耳い アレ 診療所
     大阪市平野区喜連西四丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     ３号インペリアルカーサ１階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724058-08362 医療法人　千樹会　伊〒547-0044 06-6705-8880医療法人千樹会伊藤ク伊藤　英樹 平20. 7. 1心内 神内 精  診療所
     藤クリニック 大阪市平野区平野本町二丁目９番常　勤:    1リニック　理事長　伊 移転 現存
     ２０号エルエムヒルズ平野１階 (医       1)藤　英樹 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724158-08370 医療法人尚佑会　南ク〒547-0002 06-6791-3739医療法人尚佑会　理事南　英利 平21. 1. 1ひ   内   診療所
     リニック 大阪市平野区加美東四丁目２０番常　勤:    1長　南　英利 組織変更 現存
     ２０号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724258-08396 医療法人柏木会　柏木〒547-0003 06-6793-2772医療法人柏木会　理事更谷　優子 平22. 1. 1外   内   皮  診療所
     クリニック 大阪市平野区加美南五丁目６番７常　勤:    2長　西谷　康子 組織変更 外科、内科、乳現存
     号 (医       2) 平28. 1. 1腺外科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724358-08412 医療法人旭胤会　おり〒547-0024 06-6700-1112医療法人旭胤会　理事織田　知明 平22. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     た皮フ科 大阪市平野区瓜破二丁目１番７１常　勤:    1長　織田　知明 新規 現存
     号阪谷門弐番館１０１号 (医       1) 平28. 4. 1
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 724458-08438 医療法人孝至会　みの〒547-0041 06-6796-3110医療法人孝至会　理事李　民實 平22.10. 1内   呼内 消  診療所
     りクリニック 大阪市平野区平野北一丁目９番８常　勤:    2長　李　民實 移転 外   リハ 整外現存
     号武陵平野駅前医療複合ビル２階(医       2) 平28.10. 1皮   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724558-08446 もえ眼科クリニック 〒547-0003 06-6791-1146丸山　朋 丸山　朋 平23. 2. 1眼   診療所
     大阪市平野区加美南一丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号加美グリーンテラス２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724658-08461 医療法人　聖成会　伸〒547-0031 06-6701-7005医療法人　聖成会　理金　奉賀 平23. 1. 1内   循   消  診療所
     友クリニック 大阪市平野区平野南三丁目４番５常　勤:    1事長　金　奉賀 組織変更 リハ 現存
     号ピノシャトレ１０２号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724758-08487 整形外科ひろクリニッ〒547-0047 06-6794-2468木村　浩朗 木村　浩朗 平23. 5. 9整外 リウ リハ診療所
     ク 大阪市平野区平野元町１０－３５常　勤:    1 新規 現存
     　ＮＡＹビル１Ｆ (医       1) 平29. 5. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724858-08511 医療法人　飛龍会　福〒547-0024 06-6760-0077医療法人　飛龍会　理福嶋　龍二 平23. 7. 1内   小   消  診療所
     嶋クリニック 大阪市平野区瓜破一丁目３番１２常　勤:    1事長　福嶋　龍二 組織変更 リハ 現存
     号サンフレグランス１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 724958-08529 医療法人　一信会　瀬〒547-0044 06-6791-0928医療法人　一信会　理脇谷　滋之 平24. 1. 1一般        33病院
     田病院 大阪市平野区平野本町４丁目１５常　勤:    4事長　飯田　高広 組織変更 整外 外   脳外現存
     番６号 (医       4) 平30. 1. 1こう 神内 消  
     非常勤:   10 アレ リウ リハ
     (医      10) 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725058-08537 腎・泌尿器科　成田ク〒547-0022 06-6711-0233成田　敬介 成田　敬介 平24. 4. 1ひ   性   内  診療所
     リニック 大阪市平野区瓜破東２丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     １３　２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725158-08545 おおいそ内科 〒547-0022 06-6711-0701大磯　龍太 大磯　龍太 平24. 4. 1消   内   循  診療所
     大阪市平野区瓜破東２丁目１０－常　勤:    1 新規 呼   現存
     １３　１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725258-08552 もとやま眼科 〒547-0022 06-6711-0030本山　貴也 本山　貴也 平24. 5. 1眼   診療所
     大阪市平野区瓜破東２－１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ３　３Ｆ (医       1) 平30. 5. 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   799 頁

 725358-08560 なかのクリニック 〒547-0034 06-6702-1230中野　明弘 中野　明弘 平24. 5. 1内   外   麻  診療所
     大阪市平野区背戸口５丁目５番６常　勤:    1 移転 リハ 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725458-08594 医療法人秀光会　服部〒547-0043 06-6794-1355医療法人秀光会　理事服部　光幸 平24. 9. 1眼   診療所
     眼科医院 大阪市平野区平野東一丁目１番１常　勤:    2長　服部　光幸 移転 現存
     号 (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725558-08602 まり皮フ科クリニック〒547-0031 06-6700-3133平山　真莉 平山　真莉 平24.12. 1皮   診療所
     大阪市平野区平野南２丁目９－２常　勤:    1 新規 現存
     ９　２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725658-08636 吉田皮膚科クリニック〒547-0016 06-6760-2828吉田　慶子 吉田　慶子 平25. 5. 9皮   アレ 診療所
     大阪市平野区長吉長原１－１－５常　勤:    1 新規 現存
     ３ツインビル森本２番館２階 (医       1) 平25. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725758-08644 髙橋クリニック 〒547-0032 06-6709-5668髙橋　道知 髙橋　道知 平25. 5. 1内   アレ 放  診療所
     大阪市平野区流町３丁目１２－２常　勤:    1 移転 外   現存
     ５ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725858-08651 眞城こころの診療所 〒547-0003 06-6791-8005眞城　拓志 眞城　拓志 平25. 6. 1心内 精   他  診療所
     大阪市平野区加美南１丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725958-08669 高木皮膚科・漢方皮膚〒547-0003 06-6711-0891髙木　有美 髙木　有美 平25. 7. 1皮   他   診療所
     科 大阪市平野区加美南１丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号加美グリーンテラスクリニッ(医       1) 平25. 7. 1
     クモール２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726058-08693 おかのクリニック 〒547-0012 06-4305-3941岡野　永嗣 岡野　永嗣 平25.10. 1消   外   内  診療所
     大阪市平野区長吉六反２丁目５－常　勤:    1 新規 現存
     ６ル・ヴィラージュ１Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726158-08701 医療法人　宇野耳鼻咽〒547-0011 06-6709-7322医療法人　宇野耳鼻咽宇野　 裕 平25.12. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市平野区長吉出戸四丁目１番常　勤:    2喉科　理事長　宇野　 移転 現存
     ２３号 (医       2)雅明 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726258-08719 いちば内科 〒547-0003 06-6796-2111市場　誠 市場　誠 平26. 2. 1内   消   アレ診療所
     大阪市平野区加美南１丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平26. 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   800 頁

 726358-08727 医療法人希望会　回生〒547-0015 06-6707-2111医療法人希望会　理事藤田　忠良 平26. 4. 1内   精   整外診療所
     会クリニック 大阪市平野区長吉長原西１丁目３常　勤:    2長　藤田　崇夫 組織変更 皮   現存
     番８号 (医       1) 平26. 4. 1
     (歯       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726458-08735 元林産婦人科内科 〒547-0011 06-6707-0010元林　和彦 元林　和彦 平26. 4. 1産婦 内   小  診療所
     大阪市平野区長吉出戸８丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     ２７号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726558-08750 医療法人智絢会　葵ク〒547-0041 06-6796-2251医療法人智絢会　理事田中　聡彦 平26. 7. 1内   外   アレ診療所
     リニック 大阪市平野区平野北二丁目１４番常　勤:    1長　田中　聡彦 組織変更 リハ 現存
     ６号オオクラ医療複合ビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726658-08768 医療法人典宝会　あか〒547-0015 06-6704-7890医療法人典宝会　理事赤埴　 髙 平26. 7. 1内   胃   外  診療所
     ばねクリニック 大阪市平野区長吉長原西１丁目４常　勤:    1長　赤埴　 髙 組織変更 こう リハ アレ現存
     番６号１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726758-08784 医療法人隆星会　木下〒547-0034 06-6790-1200医療法人隆星会　理事川口　貴行 平26. 9. 1内   消   診療所
     内科クリニック 大阪市平野区背戸口五丁目６番２常　勤:    1長　木下　真一 新規 現存
     ９号 (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726858-08792 医療法人永恵会　整形〒547-0012 06-6790-3031医療法人永恵会　理事鈴木　英介 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     外科すずきクリニック大阪市平野区長吉六反３丁目５番常　勤:    1長　鈴木　英介 組織変更 皮   現存
     ２号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 726958-08800 医療法人明誠会　眼科〒547-0027 06-6760-7622医療法人明誠会　理事髙橋　利英 平27. 1. 1眼   診療所
     高橋クリニック 大阪市平野区喜連４丁目８番５３常　勤:    1長　髙橋　利英 組織変更 現存
     号大一興産ビル１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727058-08818 医療法人　にしかわこ〒547-0033 06-6707-3741医療法人にしかわこど西川　嘉英 平27. 1. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 大阪市平野区平野西３丁目９番１常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     １号 (医       1)　西川　嘉英 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 727158-08834 医療法人ラポール会　〒547-0047 06-6794-5111医療法人ラポール会　萱澤　比呂志 平27. 3. 1整外 内   リハ診療所
     平野青山クリニック 大阪市平野区平野元町２－３ 常　勤:    1理事長　牧野　泰博 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727258-08842 山口内科クリニック 〒547-0024 06-6777-6565山口　康徳 山口　康徳 平27. 5. 1内   消   診療所
     大阪市平野区瓜破５丁目２番２９常　勤:    1 新規 現存
     号ＮＹＫビル１Ｆ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727358-08859 医療法人栄和会　大同〒547-0013 06-6776-2228医療法人栄和会　大同神野　良男 平27. 7. 1内   消   診療所
     クリニック　長原院 大阪市平野区長吉長原東二丁目２常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     番２５号 (医       1)神野　健栄 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727458-08867 医療法人誠仁会　さだ〒547-0002 06-4303-8877医療法人誠仁会　理事佐田　玲子 平27. 7. 1内   小   消  診療所
     内科クリニック 大阪市平野区加美東一丁目１３番常　勤:    1長　佐田　玲子 組織変更 現存
     ４４号ＯＴＭビル１０１号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727558-08875 さかした耳鼻咽喉科 〒547-0033 06-6710-4187坂下　哲史 坂下　哲史 平27. 9. 1耳い 診療所
     大阪市平野区平野西１丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     号レオネクストアメニティ１階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727658-08883 かみや内科 〒547-0024 06-6776-2718神谷　健司 神谷　健司 平27.10.17内   消   皮  診療所
     大阪市平野区瓜破２丁目３番３５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27.10.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727758-08891 平本眼科クリニック 〒547-0002 06-6796-7073平本　裕盛 平本　裕盛 平27.11. 1眼   診療所
     大阪市平野区加美東１丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ４３ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 727858-08917 大河クリニック 〒547-0003 06-4303-5944岩井　省三 岩井　省三 平28. 1.15内   外   整外診療所
     大阪市平野区加美南４丁目４番４常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ８号 (医       1) 平28. 1.15内科、ペインク
     非常勤:    1 リニック内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 727958-08933 じょうクリニック 〒547-0027 06-6703-0170医療法人京星会　理事中村　京平 平28. 6. 1内   心内 精  診療所
     大阪市平野区喜連四丁目８番６３常　勤:    2長　城　孝尚 移転 外   リハ 整外現存
     号ビクトワール喜連２Ｆ (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728058-08941 医療法人松史会　いぬ〒547-0021 06-6706-0551医療法人松史会　理事乾　松司 平28. 8.11脳外 神内 内  診療所
     いクリニック 大阪市平野区喜連東三丁目５番６常　勤:    1長　乾　松司 移転 リハ 現存
     ０号 (医       1) 平28. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728158-08958 大阪市南部こども相談〒547-0026 06-4301-3100大阪市長　吉村　洋文神吉　裕香 平28.10. 1小   精   診療所
     センター診療所 大阪市平野区喜連西６丁目２番５常　勤:    2 新規 現存
     ５号 (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728258-08966 医療法人誠栄会　整形〒547-0021 06-6700-1374医療法人誠栄会整形外葉山　悦伸 平28. 9. 1整外 リハ 診療所
     外科葉山クリニック 大阪市平野区喜連東二丁目１番４常　勤:    1科葉山クリニック　理 組織変更 現存
     ６号 (医       1)事長　葉山　悦伸 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728358-08974 おおつき整形外科 〒547-0033 06-6769-7576大槻　高弘 大槻　高弘 平28.10. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市平野区平野西２丁目４番２常　勤:    1 移転 現存
     ３号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728458-08982 医療法人浩陽会　やま〒547-0021 06-4302-3387医療法人浩陽会　理事山田　浩二 平29. 8. 1耳い アレ 小  診療所
     だ耳鼻咽喉科 大阪市平野区喜連東二丁目１番４常　勤:    1長　山田　浩二 移転 現存
     ８号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728558-08990 医療法人宇野医院　分〒547-0002 06-6793-8966医療法人宇野医院　理奥山　歩美 平29.10. 1皮   診療所
     院あゆみ皮膚科クリニ大阪市平野区加美東４丁目２０番常　勤:    1事長　宇野　弘 新規 現存
     ック ２０号Ｋｓマンション１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728658-09105 こもりクリニック 〒547-0021 06-6105-2560小森　和彦 小森　和彦 平29.10. 1ひ   内   呼内診療所
     大阪市平野区喜連東１丁目８番４常　勤:    2 新規 現存
     ６号 (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728758-09113 うえだ・奥村クリニッ〒547-0021 06-6703-1315上田　宏次 上田　宏次 平29.11. 1内   胃   診療所
     ク 大阪市平野区喜連東２丁目１１－常　勤:    2 新規 現存
     ２１ (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 728858-09121 はまクリニック 〒547-0047 06-6794-5050濵　將樹 濵　將樹 平29.10. 1内   消   整外診療所
     大阪市平野区平野元町１０番２３常　勤:    1 継承 リハ 現存
     －１０１号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 728958-09139 医療法人社団日翔会　〒547-0001 06-6795-7100医療法人社団日翔会　田原　英樹 平30. 2. 1内   透析 循  診療所
     生野愛和透析クリニッ大阪市平野区加美北３丁目３番２常　勤:    1理事長　渡辺　克哉 新規 リハ 現存
     ク 号 (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729058-09147 医療法人大彌会　田中〒547-0001 06-6794-6660医療法人大彌会　理事田中　富弥 平30. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 大阪市平野区加美北５丁目１０番常　勤:    1長　田中　富弥 組織変更 現存
     ５２ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729158-09154 医療法人一幸会　いっ〒547-0021 06-6703-3221医療法人一幸会　理事松本　一伸 平30. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     しん整形外科 大阪市平野区喜連東五丁目１６番常　勤:    1長　松本　一伸 組織変更 現存
     ２２号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729259-02504 社会医療法人景岳会　〒559-0012 06-6685-0221社会医療法人景岳会　柿本　祥太郎 昭37. 1. 1一般       400病院
     南大阪病院 大阪市住之江区東加賀屋一丁目１常　勤:   58理事長　飛田　忠之 新規 内   呼内 循  現存
     ８番１８号 (医      58) 平28. 1. 1消   神内 透析
     非常勤:   26 外   整外 リウ
     (医      26) 皮   ひ   眼  
     耳い リハ 放  
     病理 臨床 麻  
     心内 
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、糖尿病内科、
     代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729359-03775 宇津医院 〒559-0005 06-6671-5091宇津　一彦 宇津　一彦 昭45. 4. 1内   胃   小  診療所
     大阪市住之江区西住之江１－１１常　勤:    1 新規 現存
     －３ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729459-03940 東口クリニック 〒559-0005 06-7501-4122東口　等 東口　等 昭48. 1. 1眼   外   こう診療所
     大阪市住之江区西住之江二丁目１常　勤:    2 新規 現存
     ４番１９号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729559-04328 長谷川内科 〒559-0033 06-6614-1131長谷川　精一 長谷川　精一 昭56. 6. 1内   放   診療所
     大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     ９９号 (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 729659-04401 特別養護老人ホーム　〒559-0015 06-6683-6655社会福祉法人いわき学小田　初夫 昭61. 2. 1内   精   診療所
     いわき園診療所 大阪市住之江区南加賀屋三丁目９常　勤:    1園　理事長　壺阪　敏 現存
     番２号 (医       1)幸 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729759-04435 花田内科医院 〒559-0024 06-6682-7060花田　一宏 花田　一宏 昭61.11. 1内   放   診療所
     大阪市住之江区新北島三丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729859-04450 中道眼科 〒559-0033 06-6612-2220中道　明 中道　明 昭61.11. 1眼   診療所
     大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ９９号管理センタービル２階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 729959-04476 医療法人健正会　浜崎〒559-0014 06-6681-0361医療法人　健正会　理濵﨑　憲夫 昭62. 1. 1一般        16診療所
     医院 大阪市住之江区北島三丁目６番２常　勤:    3事長　浜崎　寛 組織変更 内   胃   現存
     ７号 (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730059-04534 医療法人　中島クリニ〒559-0033 06(6612)0818医療法人　中島クリニ中島　静一 昭63. 1. 1一般         5診療所
     ック 大阪市住之江区南港中三丁目４番常　勤:    1ック　理事長　中島　 組織変更 外   整外 放  現存
     ７９番 (医       1)静一 平30. 1. 1リハ リウ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730159-04567 医療法人荒済会　荒谷〒559-0003 06-6673-7100医療法人荒済会　理事荒谷　秀之 昭64. 1. 1内   胃   小  診療所
     医院 大阪市住之江区安立一丁目１番１常　勤:    1長　荒谷　秀之 組織変更 皮   放   現存
     ０号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730259-04575 医療法人健佑会　前田〒559-0017 06-6681-1929医療法人健佑会　理事櫻井　裕 昭64. 1. 1内   小   診療所
     医院 大阪市住之江区中加賀屋二丁目８常　勤:    1長　櫻井　裕 組織変更 現存
     番１４号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730359-04617 医療法人　住吉内科 〒559-0006 06-6673-7552医療法人　住吉医院　裴　起栄 平元. 7. 1内   精   神  診療所
     大阪市住之江区浜口西三丁目１２常　勤:    1理事長　裴　起栄 組織変更 放   現存
     番５号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730459-04625 医療法人　西山産婦人〒559-0033 06-6613-1103医療法人　西山産婦人西山　勇一 昭54.11. 1産婦 診療所
     科医院 大阪市住之江区南港中三丁目４番常　勤:    1科医院　理事長　西山 組織変更 現存
     ４号 (医       1)　勇一 平28. 7. 1
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 730559-04633 医療法人　蛭間医院 〒559-0003 06-6673-3031医療法人　蛭間医院　蛭間　正人 昭62.10. 1内   小   診療所
     大阪市住之江区安立四丁目１番１常　勤:    2理事長　蛭間　正人 組織変更 現存
     ２号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730659-04641 医療法人　宮本医院 〒559-0006 06-6674-2992医療法人　宮本医院　宮本　達也 昭52. 5. 1内   ひ   脳外診療所
     大阪市住之江区浜口西一丁目９番常　勤:    1理事長　宮本　達也 組織変更 放   現存
     ３１号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730759-04716 市來医院 〒559-0033 06-6613-8717市來　敏久 市來　敏久 平 2. 4. 1内   小   診療所
     大阪市住之江区南港中四丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １４－１０２号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730859-04732 七條医院 〒559-0001 06-6671-7138七條　高志 七條　高志 平 2. 5. 1内   小   リハ診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 730959-04740 医療法人恵仁会　小野〒559-0001 06-6671-1939医療法人　恵仁会　理後藤　清 平 2. 7. 1内   胃   透析診療所
     内科医院 大阪市住之江区粉浜一丁目２４番常　勤:    2事長　後藤　惠子 組織変更 内科、胃腸内科現存
     １９号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731059-04757 医療法人　仲間耳鼻咽〒559-0033 06-6612-3387医療法人　仲間耳鼻咽仲間　一雄 平 2. 7. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    1喉科　理事長　仲間　 組織変更 現存
     ９９号大阪南港ポートタウン管理(医       1)一雄 平29. 7. 1
     センター２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731159-04765 医療法人　皮膚科寺前〒559-0013 06-6681-1314医療法人皮膚科　寺前寺前　浩之 平 2. 7. 1皮   診療所
     診療所 大阪市住之江区御崎五丁目１９番常　勤:    1診療所　理事長　寺前 組織変更 現存
     ２０号 (医       1)　浩之 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731259-04823 松崎医院 〒559-0001 06-6678-0330松崎　有宏 松崎　有宏 平 4. 1. 1内   麻   診療所
     大阪市住之江区粉浜三丁目３番２常　勤:    2 継承 現存
     ３号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731359-04849 東野クリニック 〒559-0001 06-6678-9255東野　文男 東野　文男 平 4. 4. 1内   小   診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731459-04872 はりむら眼科 〒559-0005 06-6678-4146播村　佳昭 播村　佳昭 平 4.11. 1眼   診療所
     大阪市住之江区西住之江一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番７号サザン住之江１階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 731559-04914 増本医院 〒559-0012 06-6685-3533増本　晃一郎 増本　晃一郎 平 6. 5. 1内   消   小  診療所
     大阪市住之江区東加賀屋４－３－常　勤:    2 継承 現存
     ９ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731659-04948 浅田クリニック 〒559-0001 06-6678-9329浅田　一仁 浅田　一仁 平 7. 1. 1形外 皮   診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ３９号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731759-04963 医療法人　マツシマ眼〒559-0013 06-6682-5345医療法人　マツシマ眼松嶋　三夫 平 7. 7. 1眼   診療所
     科クリニック 大阪市住之江区御崎四丁目１０番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ４号 (医       1)　松嶋　三夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731859-04971 医療法人　フクセ耳鼻〒559-0017 06-6683-8793医療法人　フクセ耳鼻福瀬　信也 平 7. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科 大阪市住之江区中加賀屋三丁目１常　勤:    1咽喉科　理事長　福瀬 組織変更 現存
     ０番１８号ドリーム中加賀屋２階(医       1)　信也 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 731959-04997 西川眼科医院 〒559-0002 06-6672-5030西川　睦彦 西川　睦彦 平 7. 9. 1眼   診療所
     大阪市住之江区浜口東三丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １８号西川ビル１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732059-05002 森田医院 〒559-0012 06-6682-2397森田　恵 森田　恵 平 7.10. 1内   小   診療所
     大阪市住之江区東加賀屋四丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番２３号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732159-05051 社会医療法人三宝会　〒559-0011 06-6685-8801社会医療法人三宝会　三木　康彰 平 8. 1. 1一般        64病院
     南港病院 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    7理事長　三木　康彰 組織変更 療養        45現存
     １番１５号 (医       7) 平29. 1. 1内   外   整外
     非常勤:   48 皮ひ 呼内 消  
     (医      48) 循   リハ 放  
     麻   
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732259-05077 医療法人幸樹会　木下〒559-0016 06-6682-8255医療法人　幸樹会　理木下　幸輔 平 8. 7. 1内   消   循  診療所
     内科 大阪市住之江区西加賀屋四丁目３常　勤:    1事長　木下　幸輔 組織変更 現存
     番５号朝日プラザ住之江公園１階(医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732359-05127 医療法人　須見整形外〒559-0006 06-6674-1776医療法人須見整形外科須見　善充 平 9. 7. 1整外 診療所
     科 大阪市住之江区浜口西二丁目１番常　勤:    1　理事長　須見　善充 組織変更 現存
     ５号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732459-05135 榊原クリニック 〒559-0024 06-6684-2477榊原　嘉彦 榊原　嘉彦 平 9. 8. 1内   麻   リハ診療所
     大阪市住之江区新北島一丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １号オスカードリーム５階 (医       1) 平24. 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   807 頁

 732559-05143 いながきクリニック 〒559-0012 06-6681-5311稲垣　豊 稲垣　豊 平 9.11. 1内   リハ 診療所
     大阪市住之江区東加賀屋一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番４号稲垣第３ビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732659-05150 社会福祉法人ジー・ケ〒559-0002 06-6671-2500社会福祉法人ジー・ケ神村　政行 平 9.11. 1内   診療所
     ー社会貢献会　ジー・大阪市住之江区浜口東二丁目７番常　勤:    1ー社会貢献会　理事長 新規 現存
     ケー診療所 １号 (医       1)　椋本　充士 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732759-05176 畠中医院 〒559-0005 06-6671-6739畠中　謙治 畠中　謙治 平10. 1. 1小   内   診療所
     大阪市住之江区西住之江二丁目１常　勤:    2 継承 現存
     ６番７号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732859-05259 医療法人芳野会　芳野〒559-0001 06-6673-6265医療法人　芳野会　理芳野　裕明 平11. 7. 1外   整外 胃  診療所
     医院 大阪市住之江区粉浜二丁目６番１常　勤:    1事長　芳野　裕明 組織変更 こう 現存
     ２号粉浜モール１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 732959-05267 福永医院 〒559-0001 06-6678-1322福永　正平 福永　正平 平11.12. 1一般         7診療所
     大阪市住之江区粉浜一丁目３番１常　勤:    1 新規 産   婦   内  現存
     ０号 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733059-05275 岡村クリニック 〒559-0033 06-6569-3900岡村　弘光 岡村　弘光 平12. 5. 1内   小   診療所
     大阪市住之江区南港中二丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ４３号棟１０１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733159-05291 医療法人　田中耳鼻咽〒559-0001 06-6678-8787医療法人　田中耳鼻咽田中　治 平12. 7. 1耳い 気食 診療所
     喉科 大阪市住之江区粉浜二丁目１３番常　勤:    1喉科　理事長　田中　 組織変更 現存
     ８号粉浜ビル２階 (医       1)治 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733259-05309 ふくしま眼科 〒559-0024 06-4702-7707福島　雄一郎 福島　雄一郎 平12.11. 1眼   診療所
     大阪市住之江区新北島三丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号大峯ビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733359-05325 医療法人　ふくだクリ〒559-0017 06-6681-4112医療法人　ふくだクリ福田　道夫 平13. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     ニック 大阪市住之江区中加賀屋三丁目１常　勤:    1ニック　理事長　福田 組織変更 現存
     ０番１８号ドリーム中加賀屋２階(医       1)　道夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733459-05382 医療法人　眼科にしか〒559-0001 06-6672-8008医療法人　眼科にしか西川　満太郎 平14. 1. 1眼   診療所
     わクリニック 大阪市住之江区粉浜二丁目１３番常　勤:    1わクリニック　理事長 組織変更 現存
     ８号粉浜ビル (医       1)　西川　満太郎 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 733559-05408 南港咲洲特別養護老人〒559-0033 06-4703-1700社会福祉法人遺徳会　嶋田　高広 平14. 4. 1内   診療所
     ホーム内診療所 大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    1理事長　嶋田　祐史 新規 現存
     ３５号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733659-05465 はせがわ医院 〒559-0031 06-6612-7772長谷川　克宏 長谷川　克宏 平15. 3. 1内   小   アレ診療所
     大阪市住之江区南港東一丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     地都市公団南港前団地１号棟１１(医       1) 平27. 3. 1
     ７室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733759-05481 医療法人友睦会　むつ〒559-0016 06-6686-7623医療法人友睦会　理事小泉　和史 平15. 7. 1整外 外   リウ診療所
     みクリニック 大阪市住之江区西加賀屋三丁目１常　勤:    3長　谷口　睦 新規 内   小   眼  現存
     ２番１６号 (医       3) 平27. 7. 1耳い リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733859-05499 医療法人安和会　しお〒559-0024 06-6686-7878医療法人安和会　理事塩見　和昭 平15. 7. 1整外 循   リハ診療所
     みクリニック 大阪市住之江区新北島三丁目２番常　勤:    1長　塩見　和昭 組織変更 現存
     ２６号大峯ビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 733959-05598 医療法人讃和会　友愛〒559-0006 06-6672-3121医療法人讃和会　理事長濱　史朗 平16. 6. 1一般       170病院
     会病院 大阪市住之江区浜口西三丁目５番常　勤:   20長　井上　丈久 移転 内   消   循  現存
     １０号 (医      20) 平28. 6. 1外   整外 脳外
     非常勤:   37 麻   リハ 放  
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734059-05622 医療法人郁芳会　耳鼻〒559-0024 06-4702-8733医療法人郁芳会　理事杉田　雅彦 平16. 7. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科すぎたクリニッ大阪市住之江区新北島一丁目２番常　勤:    1長　杉田　雅彦 組織変更 現存
     ク １号オスカードリーム５階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734159-05663 澤田眼科 〒559-0012 06-4702-7517澤田　達 澤田　達 平17. 6. 1眼   診療所
     大阪市住之江区東加賀屋一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０番２１号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734259-05697 医療法人　中田内科　〒559-0004 06-6675-8595医療法人　中田内科　中田　秀治 平17. 7. 1内   消   放  診療所
     中田内科クリニック 大阪市住之江区住之江二丁目７番常　勤:    1理事長　中田　秀治 組織変更 現存
     １８号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734359-05705 あだちクリニック 〒559-0015 06-6681-7088足立　京子 足立　京子 平17. 8. 1内   小   診療所
     大阪市住之江区南加賀屋四丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番４０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   809 頁

 734459-05762 社会医療法人三宝会　〒559-0011 06-6684-2018社会医療法人三宝会　北野　昇一 平17.11. 1内   小   産婦診療所
     南港クリニック 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    1理事長　三木　康彰 新規 心内 現存
     １番８号北加賀屋千島ビル１０１(医       1) 平29.11. 1
     号室 非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734559-05770 はなのまちファミリー〒559-0033 06-6612-8822杉本　匡弘 杉本　匡弘 平17.12. 1内   小   診療所
     クリニック 大阪市住之江区南港中５番５号南常　勤:    1 新規 現存
     港はなのまち団地４１－１０１ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734659-05788 医療法人倫真会　安本〒559-0017 06-6683-1011医療法人倫真会　理事安本　京子 平18. 1. 1眼   診療所
     眼科 大阪市住之江区中加賀屋三丁目１常　勤:    1長　安本　京子 組織変更 現存
     ０番１８号ドリーム中加賀屋２階(医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734759-05796 医療法人英皐会　石田〒559-0024 06-4702-3020医療法人英皐会　理事石田　英文 平18. 1. 1内   消   リハ診療所
     クリニック 大阪市住之江区新北島七丁目１番常　勤:    1長　石田　英文 組織変更 現存
     ５３号マンションハピネス (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734859-05812 なかのクリニック 〒559-0003 06-6678-5550中野　雅貴 中野　雅貴 平18. 5. 1外   消   内  診療所
     大阪市住之江区安立四丁目４番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 734959-05838 宮内整形外科 〒559-0013 06-6681-0051宮内　晃 宮内　晃 平18. 4. 1整外 外   リハ診療所
     大阪市住之江区御崎六丁目１番２常　勤:    1 継承 現存
     ７号 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735059-05853 医療法人　ただクリニ〒559-0015 06-6682-8335医療法人　ただクリニ多田　均 平18. 7. 1内   胃   整外診療所
     ック 大阪市住之江区南加賀屋三丁目２常　勤:    1ック　理事長　多田　 組織変更 こう 現存
     番１８号多田メディカルビル１階(医       1)均 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735159-05861 医療法人　春暁会　三〒559-0001 06-6671-0608医療法人　春暁会　理三木　春一郎 平18. 7. 1一般        19診療所
     木整形外科・内科 大阪市住之江区粉浜三丁目１４番常　勤:    1事長　三木　春一郎 組織変更 整外 外   内  現存
     １８号 (医       1) 平24. 7. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735259-05911 医療法人浩樹会　藤山〒559-0024 06-6682-7850医療法人浩樹会　理事藤山　忠清 平18.12. 1小   診療所
     小児科医院 大阪市住之江区新北島三丁目８番常　勤:    1長　藤山　忠清 移転 現存
     ２１号アネックス六兵衛三番館 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 735359-05929 医療法人　桑江クリニ〒559-0012 06-6684-6607医療法人桑江クリニッ桑江　秀樹 平19. 1. 1ひ   診療所
     ック 大阪市住之江区東加賀屋三丁目１常　勤:    1ク　理事長　桑江　秀 組織変更 現存
     ２番１８号ラヴィリンス２０２号(医       1)樹 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735459-05937 医療法人　佳和会　整〒559-0033 06-6613-6767医療法人　佳和会　理西野　佳浩 平19. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科にしのクリニッ大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    1事長　西野　佳浩 組織変更 現存
     ク ９９号南港ポートタウン管理セン(医       1) 平25. 1. 1
     ター１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735559-05960 医療法人慈心会　咲洲〒559-0033 06-6614-1111医療法人慈心会　理事飯田　都 平19. 7. 1一般        16病院
     病院 大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    4長　飯田　都 新規 療養       135現存
     ３０号 (医       4) 平25. 7. 1内   皮   
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735659-05978 医療法人雄友会　もり〒559-0024 06-6115-1220医療法人雄友会　理事守屋　昭 平19. 7. 1ひ   皮   診療所
     やクリニック 大阪市住之江区新北島一丁目２番常　勤:    1長　守屋　昭 組織変更 現存
     １号オスカードリーム５階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735759-05986 医療法人　平野内科ク〒559-0013 06-6685-0897医療法人平野内科クリ平野　昌也 平20. 1. 1内   消   診療所
     リニック 大阪市住之江区御崎一丁目３番１常　勤:    1ニック　理事長　平野 組織変更 現存
     ３号ギャレ住之江１階 (医       1)　昌也 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735859-05994 医療法人　弘善会　矢〒559-0003 06-6675-6198医療法人弘善会　理事矢木　崇善 平20. 3. 1脳外 呼外 整外診療所
     木クリニック 大阪市住之江区安立一丁目４番３常　勤:    4長　矢木　崇善 新規 現存
     号 (医       4) 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 735959-06000 医療法人　健生会　宮〒559-0024 06-6683-5050医療法人健生会　理事宮武　利行 平20. 3. 1内   消   診療所
     武医院 大阪市住之江区新北島一丁目９番常　勤:    1長　宮武　利行 移転 現存
     ２３号 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736059-06018 いとう耳鼻咽喉科 〒559-0011 06-4701-6520医療法人クリニック石伊東　眞人 平20. 5. 1耳い 診療所
     大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    1田　理事長　石田　稔 新規 現存
     ２番６号トアノビル２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736159-06034 医療法人桂輝会　かつ〒559-0013 06-6686-5786医療法人桂輝会　かつ桂木　啓和 平20.10. 1内   呼   消  診療所
     らぎクリニック 大阪市住之江区御崎五丁目２番２常　勤:    1らぎクリニック　理事 組織変更 現存
     １号 (医       1)長　桂木　啓和 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736259-06067 医療法人浩和会　熊谷〒559-0001 06-6672-8601医療法人浩和会　理事熊谷　和明 平21. 7. 1内   循   診療所
     内科クリニック 大阪市住之江区粉浜一丁目５番３常　勤:    1長　熊谷　和明 組織変更 現存
     ４号清和ビル１階 (医       1) 平27. 7. 1
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 736359-06083 加賀屋診療所 〒559-0016 06-6681-1498南大阪医療生活協同組福永　幸彦 平22. 4. 1内   リウ アレ診療所
     大阪市住之江区西加賀屋二丁目５常　勤:    2合　理事長　関根　信 組織変更 放   整外 現存
     番２５号 (医       2)次 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736459-06091 精神科・心療内科　田〒559-0011 06-6686-8628医療法人田村会　理事東谷　則寛 平22. 8. 1精   心内 診療所
     村会クリニック 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    1長　田村　善史 新規 現存
     ２番６号トアノビル３・４階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736559-06117 医療法人　もとだ整形〒559-0017 06-6224-3000医療法人　もとだ整形元田　忠伸 平22. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     外科クリニック 大阪市住之江区中加賀屋一丁目１常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     ４番２２号 (医       1)長　元田　忠伸 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736659-06125 馬場耳鼻咽喉科 〒559-0024 06-6686-3387馬場　謙治 馬場　謙治 平22. 8. 1耳い アレ 気食診療所
     大阪市住之江区新北島三丁目８番常　勤:    1 組織変更 現存
     ５４号シキツビル２階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736759-06133 あさだクリニック 〒559-0012 06-6684-2212朝田　拓治 朝田　拓治 平22.12. 1産婦 内   診療所
     大阪市住之江区東加賀屋三丁目４常　勤:    1 移転 現存
     番７号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736859-06141 双葉クリニック 〒559-0013 06-6616-7851医療法人梓良成会　理嘉元　章人 平23. 4. 1ひ   透析 診療所
     大阪市住之江区御崎３丁目６番２常　勤:    1事長　 村　一宏 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 736959-06158 黒岡醫院 〒559-0015 06-6616-7808黒岡　正之 黒岡　正之 平23. 5. 1内   胃   こう診療所
     大阪市住之江区南加賀屋２－２－常　勤:    1 新規 現存
     ３５レオ住之江公園 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737059-06174 社会医療法人景岳会　〒559-0017 06-6685-4700社会医療法人　景岳会飛田　忠之 平24. 1. 1整外 リハ 診療所
     南大阪病院附属リハビ大阪市住之江区中加賀屋二丁目１常　勤:    1　理事長　飛田　忠之 新規 現存
     リテーションクリニッ番２４号 (医       1) 平30. 1. 1
     ク 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 737159-06182 医療法人　実有会　小〒559-0033 06-4703-0257医療法人　実有会　理小松　竜太郎 平24. 1. 1内   外   形外診療所
     松クリニック 大阪市住之江区南港中三丁目５番常　勤:    1事長　小松　竜太郎 組織変更 皮   現存
     しらなみ団地３７棟１０１号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737259-06208 医療法人　糸氏医院 〒559-0016 06-6681-2772医療法人　糸氏医院　糸氏　英 平24. 7. 1内   外   放  診療所
     大阪市住之江区西加賀屋１丁目１常　勤:    2理事長　糸氏　英 組織変更 婦   現存
     番６号 (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737359-06216 医療法人　蘭畦会　わ〒559-0001 06-6675-4008医療法人　蘭畦会　理和田　尋二 平24. 9. 1内   循   整外診療所
     だ内科整形外科 大阪市住之江区粉浜２丁目３番１常　勤:    2事長　和田　尋二 移転 リウ リハ 現存
     ７号 (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737459-06240 池川医院 〒559-0017 06-6681-1213池川　清彦 池川　清彦 平25.11. 1内   小   診療所
     大阪市住之江区中加賀屋２－１８常　勤:    1 継承 現存
     －９ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737559-06257 まつい泌尿器科 〒559-0017 06-6690-0505松井　孝之 松井　孝之 平26. 1. 6ひ   診療所
     大阪市住之江区中加賀屋１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －３ツインビル４階 (医       1) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737659-06265 医療法人　くぼりクリ〒559-0004 06-4701-5001医療法人　くぼりクリ久堀　保 平26. 1. 1内   神内 精  診療所
     ニック 大阪市住之江区住之江１丁目４番常　勤:    1ニック　理事長　久堀 組織変更 現存
     ２７号ハイツ冨士１階 (医       1)　保 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737759-06273 帝塚山福祉会　南港北〒559-0034 06-6613-7053社会福祉法人　帝塚山青木　元邦 平26. 4. 1内   診療所
     診療所 大阪市住之江区南港北一丁目４番常　勤:    1福祉会　理事長　籔本 組織変更 現存
     １号 (医       1)　雅巳 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 737859-06281 櫻井耳鼻咽喉科医院 〒559-0012 06-6681-7794櫻井　敏恵 櫻井　敏恵 平26. 7. 1耳い 診療所
     大阪市住之江区東加賀屋四丁目４常　勤:    1 組織変更 現存
     番８号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 737959-06299 医療法人高仁会　小山〒559-0012 06-6685-3105医療法人高仁会　理事小山　茂和 平26. 7. 1整外 リハ 診療所
     医院 大阪市住之江区東加賀屋三丁目１常　勤:    1長　小山　茂和 組織変更 現存
     ２番１８号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738059-06307 医療法人三寿会　御崎〒559-0013 06-6682-8899医療法人三寿会　理事櫻井　温 平26.10. 1外   循   内  診療所
     クリニック 大阪市住之江区御崎１丁目６番７常　勤:    1長　櫻井　温 移転 現存
     号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738159-06323 医療法人高山会　たか〒559-0002 06-6678-3387医療法人高山会　理事高山　雅裕 平27. 1. 1耳い 診療所
     やま耳鼻咽喉科 大阪市住之江区浜口東３丁目５番常　勤:    1長　高山　雅裕 組織変更 現存
     ２０号オーク住之江ビル１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738259-06331 医療法人　中野脳神経〒559-0001 06-6654-8865医療法人中野脳神経外中野　敦久 平27. 1. 1脳外 神内 診療所
     外科クリニック 大阪市住之江区粉浜二丁目９番１常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ４号コハマビル１階 (医       2)　中野　敦久 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738359-06349 医療法人　あきの整形〒559-0017 06-6683-8808医療法人あきの整形外秋野　一男 平27. 8.24整外 リウ リハ診療所
     外科 大阪市住之江区中加賀屋３丁目２常　勤:    1科　理事長　秋野　一 移転 療養病床
     番３号プライム加賀屋ビル１階 (医       1)男 平27. 8.24 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738459-06356 やまね耳鼻咽喉科 〒559-0017 06-6685-5001山根　英雄 山根　英雄 平27.11. 1耳い アレ 診療所
     大阪市住之江区中加賀屋３丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番３号プライム加賀屋２Ｂ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738559-06364 みなみクリニック 〒559-0002 06-4701-8500南　憲司 南　憲司 平27.11. 1内   呼   アレ診療所
     大阪市住之江区浜口東２－８－１常　勤:    1 新規 現存
     １シェーヌパレ１階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738659-06372 医療法人佑克会　大久〒559-0017 06-4702-3150医療法人佑克会　理事大久保　知之 平27.10. 1内   循   診療所
     保内科クリニック 大阪市住之江区中加賀屋３丁目２常　勤:    1長　大久保　知之 移転 現存
     番３号プライム加賀屋２Ａ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738759-06398 医療法人幸萌会　森内〒559-0017 06-6115-6635医療法人幸萌会　理事森　佳幸 平28. 1. 1内   呼   アレ診療所
     科クリニック 大阪市住之江区中加賀屋三丁目１常　勤:    1長　森　佳幸 組織変更 現存
     １番１１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738859-06406 医療法人香久会　後藤〒559-0017 06-6682-0705医療法人香久会　理事後藤　毅 平28. 1. 1ひ   診療所
     クリニック 大阪市住之江区中加賀屋４丁目３常　勤:    1長　後藤　毅 組織変更 現存
     番２６号グランドールメゾン１階(医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 738959-06414 住ノ江駅前クリニック〒559-0005 06-6678-2525金　鏞民 金　鏞民 平28. 5. 6内   消   診療所
     大阪市住之江区西住之江１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３１号 (医       1) 平28. 5. 6
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 739059-06422 なかむらレディースク〒559-0005 06-6675-1211中村　哲生 中村　哲生 平28. 5. 1産婦 診療所
     リニック 大阪市住之江区西住之江１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３１号Ｎ．ＫＬＡＳＳ住ノ江１(医       1) 平28. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739159-06430 医療法人旭医道会　中〒559-0001 06-4701-2558医療法人旭医道会　理中村　俊紀 平28. 8.16内   循   診療所
     村クリニック 大阪市住之江区粉浜一丁目２３番常　勤:    2事長　中村　俊紀 移転 現存
     ３１号 (医       2) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739259-06448 医療法人佳寿会　大阪〒559-0015 06-6682-8071医療法人佳寿会　理事宮武　竜一郎 平29. 3. 1ひ   診療所
     みやたけ泌尿器科クリ大阪市住之江区南加賀屋三丁目２常　勤:    1長　宮武　竜一郎 組織変更 現存
     ニック 番１８号多田メディカルビル２階(医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739359-06455 医療法人　てらお耳鼻〒559-0001 06-6655-0187医療法人てらお耳鼻咽寺尾　恭一 平30. 3. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科 大阪市住之江区粉浜一丁目１番３常　勤:    1喉科　理事長　寺尾　 組織変更 現存
     ２号キリンドプラザ帝塚山２Ｆ (医       1)恭一 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739459-06463 大阪市立住之江診療所〒559-0012 06-6681-1000地方独立行政法人大阪金　太章 平30. 4. 1小   産婦 診療所
     大阪市住之江区東加賀屋１－２－常　勤:    1市民病院機構　理事長 組織変更 現存
     １６ (医       1)　瀧藤　伸英 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739560-00019 医療法人真芳会　しん〒590-0974 072-225-1616医療法人　真芳会　理夫　恩澤 平18. 4. 1内   診療所
     ほうかい診療所 堺市堺区大浜北町三丁１０番１６常　勤:    1事長　林　真二 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739660-00027 はら腎・泌尿器科クリ〒590-0012 072-228-2266原　靖 原　靖 平18. 5. 1ひ   診療所
     ニック 堺市堺区浅香山町三丁４番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739760-00043 黒田クリニック 〒590-0023 072-226-5688黑田　修 黑田　修 平18. 9. 1内   循   呼  診療所
     堺市堺区南三国ケ丘町四丁３－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739860-00084 医療法人　いわがきク〒590-0075 072-228-2030医療法人　いわがきク岩垣　聡一 平19. 1. 1外   内   リハ診療所
     リニック 堺市堺区南花田口町二丁２番７号常　勤:    1リニック　理事長　岩 組織変更 現存
     南野ビル１・２階 (医       1)垣　聡一 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 739960-00092 いのはらクリニック 〒590-0947 072-238-5501猪原　淳 猪原　淳 平19. 2. 1精   診療所
     堺市堺区熊野町西三丁２番７号ダ常　勤:    1 新規 現存
     イワビル２階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 740060-00100 ひいらぎクリニック 〒590-0076 072-229-8100諸冨　とも子 諸冨　とも子 平19. 2. 1心内 精   診療所
     堺市堺区北瓦町二丁４番１６号堺常　勤:    1 新規 現存
     富士ビル４階　Ｗ－２号 (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740160-00118 大塚クリニック 〒590-0025 072-246-1717大塚　浩史 大塚　浩史 平19. 5. 1内   胃   診療所
     堺市堺区向陵東町三丁３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740260-00126 井上眼科クリニック 〒590-0048 072-233-1200井上　新 井上　新 平19. 7. 1眼   診療所
     堺市堺区一条通１５番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740360-00134 医療法人　サヂカム会〒590-0024 072-320-9006医療法人サヂカム会　奥野　正景 平19.10. 1精   心内 診療所
     　三国丘こころのクリ堺市堺区向陵中町六丁３番２６号常　勤:    1理事長　奥野　正景 新規 現存
     ニック (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740460-00159 志水堺東診療所 〒590-0075 072-221-4619遠藤　さゆり 遠藤　さゆり 平20. 4. 1精   心内 診療所
     堺市堺区南花田口町二丁３番２０常　勤:    1 継承 現存
     号三共堺東ビル８階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740560-00167 医療法人大尚会　大川〒590-0054 072-222-1288医療法人大尚会　理事大川　典彦 平20. 8. 1内   循   脳内診療所
     内科医院 堺市堺区京町通３番２５号 常　勤:    3長　大川　典彦 移転 内科、循環器内現存
     (医       3) 平26. 8. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740660-00183 医療法人真幸会　まな〒590-0077 072-227-0666医療法人真幸会　理事眞鍋　幸嗣 平21. 1. 1形外 皮   診療所
     べ形成美容外科 堺市堺区中瓦町一丁１番１２号エ常　勤:    1長　眞鍋　幸嗣 組織変更 現存
     ルビル１階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740760-00191 脇医院 〒590-0943 072-228-3045脇　昌之 脇　昌之 平21. 3. 1内   診療所
     堺市堺区車之町東ニ丁１番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 740860-00209 いしだ医院 〒590-0048 072-238-6668石田　秀之 石田　秀之 平21. 4. 1内   診療所
     堺市堺区一条通１５番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 740960-00217 国枝医院 〒590-0974 072-229-8484辻村　美穂子 辻村　美穂子 平21. 4. 2皮   診療所
     堺市堺区大浜北町二丁５番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平27. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741060-00233 上野内科・小児科クリ〒590-0023 072-232-1314上野　洋史 上野　洋史 平21. 6. 1内   小   診療所
     ニック 堺市堺区南三国ケ丘町一丁１番１常　勤:    2 継承 現存
     ３号 (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741160-00241 村上医院 〒590-0023 072-233-0033村上　 士 村上　 士 平21. 8. 1内   診療所
     堺市堺区南三国ケ丘町一丁２番２常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741260-00258 吉川病院附属診療所 〒590-0073 072-238-5966医療法人仁悠会　理事吉川　隆夫 平21. 8. 1内   診療所
     堺市堺区南向陽町二丁３番７号 常　勤:    1長　吉川　建夫 移転 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741360-00282 吉田診療所 〒590-0971 072-222-2656 田　祥 田　祥 平22. 4. 1精   心内 診療所
     堺市堺区栄橋町一丁４番８号高杉常　勤:    1 継承 現存
     ビル５階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741460-00308 山県クリニック 〒590-0811 072-244-3170山縣　英生 山縣　英生 平22. 5. 1内   小   診療所
     堺市堺区南陵町四丁４番１７号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741560-00316 たつだクリニック 〒590-0813 072-267-5551辰田　昇 辰田　昇 平22. 5. 1内   診療所
     堺市堺区神石市之町１６番２５号常　勤:    1 移転 休止
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741660-00324 医療法人　守人会　塚〒590-0946 072-233-6933医療法人　守人会　理塚田　裕久 平22. 7. 1内   診療所
     田内科クリニック 堺市堺区熊野町東三丁１番２７号常　勤:    2事長　塚田　裕久 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741760-00332 すぎうら内科小児科ク〒590-0024 072-257-8100杦浦　孝宗 杦浦　孝宗 平22.10. 1内   小   呼  診療所
     リニック 堺市堺区向陵中町三丁４番２０号常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 741860-00357 ルナレディースクリニ〒590-0951 072-227-8451根來　良材 根來　良材 平23. 7. 1婦   診療所
     ック 堺市堺区市之町西３－１－４３ジ常　勤:    1 移転 現存
     ャパンドリームビルド２Ｆ (医       1) 平29. 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   817 頁

 741960-00373 医療法人あや菜会　大〒590-0976 072-223-0610医療法人あや菜会　理池井　康人 平24. 1. 1麻   内   整外診療所
     浜クリニック 堺市堺区大浜南町２丁２番１６号常　勤:    1事長　池井　康人 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742060-00407 堺市立重症心身障害者〒590-0808 072-275-8510堺市長　竹山　修身 児玉　和夫 平24. 5. 1一般 病院
     （児）支援センター 堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号常　勤:    4 新規     一般    60現存
     (医       4) 平30. 5. 1小   内   整外
     非常勤:    6 リハ 婦   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742160-00423 富田内科医院 〒590-0941 072-225-1881冨田　奈留也 冨田　奈留也 平24. 6. 1内   整外 リウ診療所
     堺市堺区材木町西３丁１－２８ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742260-00431 石田メンタルクリニッ〒590-0024 072-258-5562石田　栄吉 石田　栄吉 平24. 8. 1心内 精   診療所
     ク 堺市堺区向陵中町２丁６番１号パ常　勤:    1 新規 現存
     パラギヨシビル４階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742360-00449 かねしろクリニック 〒590-0013 072-282-5519金城　永治 金城　永治 平24. 8. 1整外 リハ 内  診療所
     堺市堺区東雲西町１丁１番１１号常　勤:    1 組織変更 現存
     ＪＲ堺市駅ＮＫビル１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742460-00456 神原医院 〒590-0814 072-241-2424神原　幹司 神原　幹司 平24.11. 1整外 内   診療所
     堺市堺区石津町三丁２番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742560-00464 社会福祉法人みささぎ〒590-0035 072-238-0088社会福祉法人みささぎ岡本　栄 平24.12. 1内   外   精  診療所
     会　大仙もずの音診療堺市堺区大仙町１番２号 常　勤:    1会　理事長　奥田　益 新規 現存
     所 (医       1)弘 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742660-00472 医療法人　香進会　香〒590-0011 072-232-4423医療法人　香進会　理尾﨑　公俊 平25. 1. 1内   皮   リハ診療所
     ヶ丘診療所 堺市堺区香ヶ丘町１丁４番１９号常　勤:    2事長　尾﨑　公巳 組織変更 外   整外 小  現存
     (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742760-00480 医療法人　治衛会　橋〒590-0014 072-233-6224医療法人　治衛会　理橋本　匡史 平25. 4. 1眼   診療所
     本眼科医院 堺市堺区田出井町１－１－１００常　勤:    1事長　丸谷　弘 組織変更 休止
     (医       1) 平25. 4. 1
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 742860-00498 なかクリニック 〒590-0077 072-221-3847中川　圭一 中川　圭一 平25. 6. 1精   心内 診療所
     堺市堺区中瓦町１－４－２７小西常　勤:    1 継承 現存
     ビル２階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 742960-00506 医療法人　佑仁会　図〒590-0028 072-233-8311医療法人　佑仁会　理圖子　斉宏 平25. 7. 1眼   診療所
     子眼科 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９番地常　勤:    1事長　圖子　斉宏 組織変更 現存
     南海堺東ビル（４０２２） (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743060-00514 医療法人　ＲＩＳＡク〒590-0048 072-225-1550医療法人　ＲＩＳＡク岡田　理紗 平26. 1. 1皮   形外 診療所
     リニック 堺市堺区一条通１７番２８号梅井常　勤:    1リニック　理事長　岡 組織変更 現存
     ビル３階・４階 (医       1)田　理紗 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743160-00530 南生クリニック 〒590-0983 072-227-0200鎌田　義文 鎌田　義文 平26. 1.27外   整外 診療所
     堺市堺区山本町２丁５５番－３ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743260-00548 さい小児科 〒590-0985 072-275-6631崔　信明 崔　信明 平26. 4. 1小   診療所
     堺市堺区戎島町２丁７０－１Ｍ・常　勤:    1 新規 現存
     Ｙ２堺駅前ビル２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743360-00555 いのうえクリニック 〒590-0836 072-245-3377井上　剛 井上　剛 平26. 5. 1内   整外 リハ診療所
     堺市堺区楠町１丁１番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743460-00563 医潤会内視鏡クリニッ〒590-0946 072-224-0188医療法人医潤会　理事鈴木　麻菜 平26. 4. 1胃   内   診療所
     ク 堺市堺区熊野町東４丁４番１９号常　勤:    1長　中西　弘幸 移転 現存
     平成ビル４階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743560-00571 医療法人　友永会　堺〒590-0951 072-223-8555医療法人　友永会　理阿野　薫 平26. 9. 1心内 精   内  診療所
     駅前クリニック 堺市堺区市之町西三丁１番４３号常　勤:    1事長　井上　大輔 新規 休止
     Ｔ＆Ｎビル７階 (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743660-00589 北庄司眼科医院 〒590-0827 072-243-7468北庄司　清子 北庄司　清子 平27. 1. 1眼   診療所
     堺市堺区春日通２丁７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 743760-00597 シマノ診療所 〒590-8577 072-223-3218株式会社シマノ　代表宮前　了輔 平27. 2. 1内   外   診療所
     堺市堺区老松町３丁７７番地 常　勤:    1取締役社長　島野　容 移転 現存
     (医       1)三 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743860-00605 松屋茶論クリニック 〒590-0902 072-227-8220社会福祉法人三篠会　前田　均 平27. 4. 1内   診療所
     堺市堺区松屋大和川通１－１３－常　勤:    1理事長　酒井　亮介 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 743960-00613 耳原総合病院 〒590-8505 072-241-0501社会医療法人同仁会　奥村　伸二 平27. 4. 1一般       386地域支援
     (60-60613 ) 堺市堺区協和町四丁４６５ 常　勤:   86理事長　斉藤　和則 移転 内   精   神内病院
     (医      84) 平27. 4. 1小   外   整外現存
     (歯       2) 脳外 心外 皮  
     非常勤:   63 ひ   産婦 眼  
     (医      59) 耳い 放   麻  
     (歯       4) 循   消   呼外
     呼内 リハ 病理
     歯外 救命 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科、小児精
     神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744060-00621 整形外科　よねだクリ〒590-0026 072-233-3131米田　昌弘 米田　昌弘 平27. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 堺市堺区向陵西町四丁１１番１５常　勤:    1 新規 現存
     号三国ヶ丘駅前ビル１階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744160-00639 おおかわ眼科 〒590-0026 072-233-3888大川　記羊美 大川　記羊美 平27. 6. 1眼   診療所
     堺市堺区向陵西町４－１１－１５常　勤:    1 新規 現存
     三国ヶ丘駅前ビル２階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744260-00654 内科南谷クリニック 〒590-0026 072-221-0080南谷　伸 南谷　伸 平27. 9. 1内   消   診療所
     堺市堺区向陵西町４丁１１番１５常　勤:    1 新規 現存
     号三国ヶ丘駅前ビル２Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 744360-00662 社会医療法人清恵会　〒590-0064 072-223-8199社会医療法人清恵会　北岡　治子 平27.10. 1一般       286病院
     (60-60662 ) 清恵会病院 堺市堺区南安井町１丁１番１号 常　勤:   54理事長　佐野　記久子 移転 療養        50現存
     (医      53) 平27.10. 1内   呼   循  
     (歯       1) 消   神内 外  
     非常勤:   39 心外 小   産婦
     (医      37) 脳外 整外 眼  
     (歯       2) ひ   形外 放  
     麻   耳い 歯外
     皮   精   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744460-00670 医療法人　加藤内科み〒590-0833 072-241-0016医療法人加藤内科みな加藤　洋二 平27.11. 1内   循   リハ診療所
     なとクリニック 堺市堺区出島海岸通二丁６番２０常　勤:    1とクリニック　理事長 移転 現存
     号 (医       1)　加藤　洋二 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744560-00704 医療法人　やまだ眼科〒590-0835 072-202-1113医療法人やまだ眼科　山田　知之 平28. 1. 1眼   診療所
     堺市堺区西湊町一丁３番２９号西常　勤:    1理事長　山田　知之 組織変更 現存
     湊山田ビル２階・３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744660-00712 堺鉄砲町クリニック 〒590-0905 072-247-7597田中　直樹 田中　直樹 平28. 4. 1眼   皮   診療所
     堺市堺区鉄砲町１番地イオンモー常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744760-00720 なつめ眼科・形成外科〒590-0985 072-242-8125夏目　恵治 夏目　恵治 平28. 5. 1眼   形外 診療所
     クリニック 堺市堺区戎島町２丁７０－１Ｍ－常　勤:    1 新規 現存
     Ｙ２堺駅前ビル２階Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744860-00738 医潤会　腫瘍クリニッ〒590-0946 072-222-5577医療法人医潤会　理事中西　弘幸 平28.12. 1内   診療所
     ク 堺市堺区熊野町東四丁４番１９号常　勤:    1長　中西　弘幸 新規 現存
     平成ビル３階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 744960-00746 医療法人恒尚会　兵田〒590-0028 072-227-6600医療法人恒尚会　理事橘　和哉 平28.12. 1外   整外 リハ診療所
     堺東クリニック 堺市堺区三国ケ丘御幸通５９番地常　勤:    1長　兵田　暁 移転 麻   現存
     南海堺東ビル７階 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745060-00753 谷和医院 〒590-0028 072-233-5518谷和　孝昭 谷和　孝昭 平29. 2. 1内   小   循  診療所
     堺市堺区三国ケ丘御幸通２－１ 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745160-00761 三木眼科クリニック 〒590-0028 072-228-7205三木　紀人 三木　紀人 平29. 2. 1眼   診療所
     堺市堺区三国ケ丘御幸通２－１谷常　勤:    2 継承 現存
     和ビル６階 (医       2) 平29. 2. 1
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 745260-00779 たにわレディースクリ〒590-0028 072-233-0080谷和　光 谷和　光 平29. 3. 1婦   診療所
     ニック 堺市堺区三国ケ丘御幸通２－１谷常　勤:    1 新規 現存
     和ビル５階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745360-00787 医療法人　菅野クリニ〒590-0024 072-258-0666医療法人菅野クリニッ菅野　展史 平29. 3. 1ひ   診療所
     ック 堺市堺区向陵中町二丁６番１号パ常　勤:    1ク　理事長　菅野　展 組織変更 現存
     パラギヨシビル５階 (医       1)史 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745460-00795 堺下肢静脈瘤クリニッ〒590-0077 072-242-6322林　弘樹 林　弘樹 平29. 9. 1外   形外 美外診療所
     ク東京中央美容外科 堺市堺区中瓦町２丁３番２９号瓦常　勤:    1 新規 皮   現存
     町ウエノビル５Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745560-00803 しんとうクリニック 〒590-0906 072-247-7847神藤　理 神藤　理 平29.10. 2内   消   外  診療所
     堺市堺区三宝町２丁１３１－５シ常　勤:    1 新規 現存
     ャーメゾンルアナ１Ｆ (医       1) 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745660-00811 医療法人栄敬会　ひら〒590-0021 072-226-0087医療法人栄敬会　理事平田　行宏 平29. 9. 1耳い 診療所
     た耳鼻咽喉科 堺市堺区北三国ケ丘町八丁８番１常　勤:    1長　平田　行宏 組織変更 現存
     ５号　２階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745760-00829 もりぐち内科・糖尿病〒590-0972 072-229-8855守口　将典 守口　将典 平29.11. 1内   診療所
     クリニック 堺市堺区竜神橋町１丁４－４シテ常　勤:    1 新規 現存
     ィコート堺駅前ロータリー２Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745860-00837 医療法人修医会　ヤマ〒590-0077 072-224-0075医療法人修医会　理事尾﨑　孝次 平29.12. 1内   皮   アレ診療所
     グチ堺東クリニック 堺市堺区中瓦町一丁３番９号 常　勤:    1長　尾﨑　孝次 移転 整外 小   現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 745960-00845 医療法人幸福会　中川〒590-0833 072-243-0100医療法人幸福会　理事中川　義衛 平30. 1. 1内   胃   診療所
     クリニック 堺市堺区出島海岸通一丁１５番１常　勤:    1長　中川　義衛 移転 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746060-00852 夏目眼科クリニック 〒590-0014 072-242-8125夏目　恵治 夏目　恵治 平30. 6. 1眼   診療所
     堺市堺区田出井町１丁１番地１　常　勤:    1 新規 現存
     １０６号室 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746160-00860 ヒロミビューティーク〒590-0076 072-221-0002兵田　優美 兵田　優美 平30. 6. 1形外 診療所
     リニック 堺市堺区北瓦町２丁３番２５ＫＭ常　勤:    1 新規 現存
     ビル堺東３階 (医       1) 平30. 6. 1
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 746261-00017 大坪医院 〒599-8272 072-270-5119大坪　正敏 大坪　正敏 平18. 6. 1内   診療所
     堺市中区深井中町５２９番２福寿常　勤:    1 新規 現存
     苑８号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746361-00025 たかはたクリニック 〒599-8241 072-236-8370髙畑　哲也 髙畑　哲也 平18. 6. 1消   外   こう診療所
     堺市中区福田５４９番地７号 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746461-00058 整形外科　多田クリニ〒599-8236 072-276-7667多田　浩一 多田　浩一 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 堺市中区深井沢町３２７１サンケ常　勤:    1 新規 現存
     ンビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746561-00066 医療法人　森山耳鼻咽〒599-8261 072-278-8741医療法人森山耳鼻咽喉森山　篤 平19. 5. 1耳い 診療所
     喉科 堺市中区堀上町１５２番９ 常　勤:    1科　理事長　森山　篤 移転 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746661-00074 医療法人　うちだ内科〒599-8246 072-234-3561医療法人うちだ内科医内田　善博 平19. 7. 1内   診療所
     医院 堺市中区田園１０６６－１３メデ常　勤:    1院　理事長　内田　善 組織変更 現存
     ィカルドームアダチ２Ｆ (医       1)博 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746761-00090 みやわき診療所 〒599-8247 072-235-1003宮脇　陽二 宮脇　陽二 平19.11. 1脳外 リハ 診療所
     堺市中区東山７３３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746861-00108 医療法人樹友会　つじ〒599-8253 072-323-3300医療法人樹友会　理事辻本　裕樹 平22. 1. 1内   神内 診療所
     もと内科クリニック 堺市中区深阪２丁１６番４５号 常　勤:    1長　辻本　裕樹 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 746961-00124 社会医療法人頌徳会　〒599-8272 072-276-5111社会医療法人頌徳会　今野　雄介 平22. 4. 1内   透析 皮  診療所
     日野クリニック 堺市中区深井中町１２４８番地 常　勤:    4理事長　日野　頌三 移転 アレ 整外 リハ現存
     (医       4) 平28. 4. 1内科、腎臓内科
     非常勤:   39 、人工透析内科
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747061-00132 小川内科 〒599-8265 072-277-5351小川　和紀 小川　和紀 平22.11. 1内   小   診療所
     堺市中区八田西町二丁１０－３５常　勤:    1 移転 現存
     －１ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747161-00157 医療法人　朝山医院 〒599-8236 072-277-4610医療法人　朝山医院　朝山　修造 平23. 7. 1内   消   診療所
     堺市中区深井沢町３４０１番地エ常　勤:    1理事長　朝山　修造 組織変更 現存
     スト深井１０１号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 747261-00173 医療法人　いむた内科〒599-8272 072-278-0336医療法人　いむた内科藺牟田　直彦 平24. 1. 1内   神内 リハ診療所
     堺市中区深井中町７５９番地１ 常　勤:    1　理事長　藺牟田　直 組織変更 現存
     (医       1)彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747361-00181 医療法人豊和会　中谷〒599-8245 072-236-7479医療法人豊和会中谷診中谷　一昭 平24. 2. 1内   消   リハ診療所
     診療所 堺市中区辻之１１６１番地３ 常　勤:    1療所　理事長　中谷　 移転 現存
     (医       1)一昭 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747461-00199 上野医院 〒599-8241 072-234-5326上野　秀明 上野　秀明 平24. 7. 1内   診療所
     堺市中区福田５４０番地５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747561-00207 南堺病院 〒599-8233 072-236-3636医療法人浩仁会　理事荻田　浩司 平24.10. 1一般 病院
     堺市中区大野芝町２９２番地 常　勤:   12長　荻田　浩司 移転     一般   153現存
     (医      12) 平24.10. 1内   消   外  
     非常勤:   20 こう 整外 形外
     (医      20) 眼   皮   耳い
     リハ 放   
     内科、消化器内
     科、外科、消化
     器外科、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747661-00215 木村医院 〒599-8233 072-237-5000木村　彰男 木村　彰男 平25. 4. 1内   循   皮  診療所
     堺市中区大野芝町２４２番地２ 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747761-00231 咲山眼科クリニック 〒599-8236 072-270-3380咲山　豊 咲山　豊 平25. 7. 1眼   診療所
     堺市中区深井沢町３２９０番地深常　勤:    1 新規 現存
     井プラザ２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747861-00249 中井医院 〒599-8253 072-235-3317中井　紀博 中井　紀博 平25. 9. 1外   消   診療所
     堺市中区深阪５丁２番５０号 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 747961-00272 医療法人　健生会　片〒599-8232 072-237-6101医療法人　健生会　理片上　直 平26. 1. 1内   放   リハ診療所
     上医院 堺市中区新家町１３番１１号 常　勤:    1事長　片上　直 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 748061-00280 ベルシャンテクリニッ〒599-8253 072-278-1111社会医療法人生長会　梁　尚志 平26. 6. 1内   整外 精  診療所
     ク 堺市中区深阪１丁１３番６７号 常　勤:    1理事長　田中　肇 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748161-00298 医療法人光輪会　やな〒599-8272 072-276-7225医療法人光輪会　理事中内　祥文 平26. 6. 1内   精   診療所
     ぎクリニック 堺市中区深井中町１７９４番地２常　勤:    2長　柳樂　知義 移転 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748261-00306 甲状腺・内分泌　 本〒599-8236 072-247-7602 本　直之 本　直之 平26.10. 2内   心内 精  診療所
     クリニック 堺市中区深井沢町３２５８ 常　勤:    1 新規 内科、内分泌内現存
     (医       1) 平26.10. 2科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748361-00314 ベルランド総合病院 〒599-8247 072-234-2001社会医療法人生長会　亀山　雅男 平26.10. 1一般       477地域支援
     堺市中区東山５００番地３ 常　勤:  133理事長　田中　肇 移転 内   精   脳内病院
     (医     133) 平26.10. 1呼内 消   循  現存
     非常勤:    3 小   外   整外
     (医       3) 形外 脳外 呼外
     心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 救命 放  
     麻   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748461-00322 社会福祉法人　五常会〒599-8243 072-236-8779社会福祉法人五常会　赤埴　 髙 平27. 2. 1内   精   診療所
     診療所 堺市中区見野山１６４番地 常　勤:    1理事長　山本　晃 移転 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 748561-00330 医療法人邦徳会　邦和〒599-8232 072-234-1331医療法人邦徳会　理事和田　邦雄 平27. 4. 1一般 病院
     病院 堺市中区新家町７００番１ 常　勤:    6長　和田　邦雄 移転     一般    60現存
     (医       6) 平27. 4. 1療養
     非常勤:    5     療養    59
     (医       5) 脳外 整外 外  
     内   消   こう
     リウ 形外 麻  
     リハ 循   
     消化器外科、消
     化器内科、肛門
     外科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748661-00348 医療法人立成会　やま〒599-8233 072-289-7501医療法人立成会　理事山田　達生 平27. 7. 1眼   診療所
     たつ眼科 堺市中区大野芝町１３９番地４ 常　勤:    1長　山田　達生 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748761-00363 堺温心会病院 〒599-8273 072-278-2461医療法人恵泉会　理事正木　浩喜 平27.10. 1一般        95病院
     (61-60363 ) 堺市中区深井清水町２１４０番地常　勤:   12長　武久　洋三 組織変更 療養        94現存
     の１ (医      11) 平27.10. 1内   循   消  
     (歯       1) リウ 眼   外  
     非常勤:   39 整外 脳外 ひ  
     (医      39) 皮   放   リハ
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748861-00371 ふくだメンタルクリニ〒599-8273 072-246-9960福田　真也 福田　真也 平27.12. 1心内 精   診療所
     ック 堺市中区深井清水町３９８５番地常　勤:    1 新規 現存
     ＨＳ深井ビル６階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 748961-00413 ホームケアクリニック〒599-8236 072-276-5040医療法人 田クリニッ阿部　浩文 平29. 7. 1内   神内 診療所
     堺 堺市中区深井沢町３２８８番地メ常　勤:    2ク　理事長　 田　淳 継承 現存
     ナード堺南ビル４階 (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749061-00421 片山土師診療所 〒599-8238 072-278-0788墳本　茜 墳本　茜 平29. 7. 1内   皮   診療所
     堺市中区土師町三丁２６番２６号常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 749161-00439 医療法人桃祥会　井上〒599-8235 072-246-9526医療法人桃祥会　理事井上　肇一 平29. 9. 1内   精   診療所
     医院 堺市中区深井東町３１３９番地 常　勤:    1長　井上　肇一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749261-00447 ふじわらしんいち総合〒599-8262 072-270-5211藤原　進一 藤原　進一 平29.11. 1内   外   消  診療所
     クリニック 堺市中区八田北町５３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749361-00454 医療法人みのり会　あ〒599-8241 072-290-7515医療法人みのり会　理浅田　稔 平30. 3. 1小   アレ 診療所
     さだこどもクリニック堺市中区福田１１００番地６７ 常　勤:    1事長　浅田　稔 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749461-00462 みさきファミリークリ〒599-8248 072-276-1922御前　秀和 御前　秀和 平30. 5. 1内   小   診療所
     ニック 堺市中区深井畑山町２５４番地５ 新規 現存
     平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749561-00470 ましも内科・眼科クリ〒599-8265 072-276-5070眞下　勝行 眞下　勝行 平30. 6. 1内   消   眼  診療所
     ニック 堺市中区八田西町２－６－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749662-00015 西松医院 〒599-8125 072-230-5063西松　信一 西松　信一 平18. 4. 1内   消   外  診療所
     堺市東区西野４６１番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749762-00023 西松眼科 〒599-8125 072-230-5062西松　壽美 西松　壽美 平18. 4. 1眼   診療所
     堺市東区西野４６１番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749862-00031 ソルメゾン診療所 〒599-8103 072-288-2008社会福祉法人　頌徳福中島　理晴 平18. 7. 1内   整外 診療所
     堺市東区菩提町二丁６２番地の１常　勤:    2祉会　理事長　日野　 新規 現存
     (医       2)頌三 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 749962-00064 医療法人　久茂会　西〒599-8123 072-234-1113医療法人　久茂会　理西野　佳秀 平19. 1. 1内   循   診療所
     野クリニック 堺市東区北野田４５５番地３ 常　勤:    1事長　西野　佳秀 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750062-00072 医療法人　今井はーと〒599-8123 072-235-4401医療法人今井はーとク今井　克次 平19. 1. 1循   内   診療所
     クリニック 堺市東区北野田１０７７番地アミ常　勤:    1リニック　理事長　今 組織変更 現存
     ナス北野田２０４－１ (医       1)井　克次 平25. 1. 1
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 750162-00122 北村医院 〒599-8114 072-285-0436北村　洋 北村　洋 平19. 4. 1内   皮   診療所
     堺市東区日置荘西町二丁１５番２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750262-00130 医療法人ゆうあい会　〒599-8125 072-239-5571医療法人ゆうあい会　新屋敷　康 平19.11. 1一般        19診療所
     しんやしき産婦人科 堺市東区西野４６１番１ 常　勤:    1理事長　新屋敷　康 移転 産   婦   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750362-00148 しんたに内科クリニッ〒599-8112 072-288-3691新谷　真知子 新谷　真知子 平20. 2. 1内   診療所
     ク 堺市東区日置荘原寺町１９０－９常　勤:    1 新規 現存
     ミアカーサ萩原天神１０１ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750462-00155 寺山クリニック 〒599-8125 072-230-1201寺山　元和 寺山　元和 平20. 5. 1内   診療所
     堺市東区西野４４０－４ドゥウェ常　勤:    1 新規 現存
     ルプレシャス１階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750562-00171 はつしば山本クリニッ〒599-8114 072-286-0888山本　雄豊 山本　雄豊 平21. 6. 1内   外   整外診療所
     ク 堺市東区日置荘西町二丁４番２８常　勤:    1 新規 脳外 リハ 現存
     号 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750662-00189 医療法人　にしおか整〒599-8123 072-234-5011医療法人にしおか整形 岡　栄惠 平21. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 堺市東区北野田１０８４番地ベル常　勤:    1外科　理事長　 岡　 組織変更 現存
     ヒル北野田２Ｆ２０４－３ (医       1)栄惠 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750762-00197 メリアクリニック 〒599-8123 072-234-1840平野　智子 平野　智子 平22. 4. 1心内 神内 精  診療所
     堺市東区北野田１０８４番地２０常　勤:    1 新規 現存
     ４号ベルヒル北野田２Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750862-00205 医療法人　清輝会　く〒599-8123 072-234-6746医療法人　清輝会　理黒田　輝仁 平22. 7. 1眼   診療所
     ろだ眼科 堺市東区北野田１０８４番地ベル常　勤:    1事長　黒田　輝仁 組織変更 現存
     ヒル北野田２階２０４－１ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 750962-00213 ヒロタ糖尿病クリニッ〒599-8112 072-288-5800黄　秉鶴（廣田則幸）黄　秉鶴（廣田則幸）平23. 4. 1内   消   呼  診療所
     ク 堺市東区日置荘原寺町２１６番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 751062-00221 医療法人　薫育会　ひ〒599-8123 072-237-2021医療法人　薫育会　理萩原　訓子 平23. 7. 1耳い アレ 診療所
     がみ耳鼻咽喉科クリニ堺市東区北野田１６番地３１ 常　勤:    1事長　萩原　訓子 組織変更 現存
     ック (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751162-00239 医療法人青山会　野尻〒599-8116 072-288-0811医療法人青山会　理事大杉　誠 平23. 8. 1内   整外 リハ診療所
     診療所 堺市東区野尻町１９２－６３ 常　勤:    1長　橋塚　省三 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751262-00247 くみのき苑　ゆらら　〒599-8124 072-289-1100社会福祉法人　ラポー名迫　行康 平23.12. 1内   精   診療所
     診療所 堺市東区南野田４５４－２ 常　勤:    1ル会　理事長　 　光 新規 現存
     (医       1)治 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751362-00254 医療法人　村上小児科〒599-8123 072-235-8880医療法人　村上小児科村上　道子 平24. 1. 1小   診療所
     クリニック 堺市東区北野田１０８４番地ベル常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ヒル北野田２Ｆ　２０４－６ (医       1)村上　道子 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751462-00262 医療法人　ともつ内科〒599-8123 072-230-1386医療法人　ともつ内科鞆津　浩一 平24. 7. 1内   消   診療所
     クリニック 堺市東区北野田１０８４番地ベル常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ヒル北野田２階　２０４－２ (医       1)鞆津　浩一 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751562-00288 岸本内科クリニック 〒599-8123 072-234-0777岸本　典子 岸本　典子 平24.12. 1内   診療所
     堺市東区北野田９８１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751662-00296 岡本内科 〒599-8107 072-286-5893岡本　隆司 岡本　隆司 平25. 4. 1内   呼   循  診療所
     堺市東区白鷺町３－３－７ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751762-00304 にしじまクリニック 〒599-8123 072-237-8858西島　誠聡 西島　誠聡 平25. 5. 1ひ   診療所
     堺市東区北野田８９４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 751862-00312 齋藤医院 〒599-8107 072-252-3328齋藤　衛 齊藤　衛 平25. 5.14内   診療所
     堺市東区白鷺町１丁３－１２ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平25. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 751962-00320 医療法人文珠クリニッ〒599-8114 072-288-3033医療法人文珠クリニッ文珠　正大 平25. 9. 1耳い 診療所
     ク　文珠耳鼻咽喉科 堺市東区日置荘西町１丁２３番３常　勤:    1ク　理事長　文珠　正 新規 現存
     ７号ＴＯＨＯビルＢ棟　１階 (医       1)大 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752062-00338 ぽかぽかこころクリニ〒599-8124 072-289-5678坂東　紀子 坂東　紀子 平28. 1. 1精   心内 診療所
     ック 堺市東区南野田３２７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752162-00346 医療法人　林小児科ク〒599-8123 072-230-1555医療法人林小児科クリ林　丈二 平28. 1. 1小   アレ 診療所
     リニック 堺市東区北野田３４５番地４ 常　勤:    1ニック　理事長　林　 組織変更 現存
     (医       1)丈二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752262-00353 医療法人　永山リウマ〒599-8114 072-286-6772医療法人永山リウマチ永山　武一 平28. 4. 1リウ 整外 内  診療所
     チ整形外科 堺市東区日置荘西町４丁３番２５常　勤:    2整形外科　理事長　永 移転 皮   リハ 現存
     号 (医       2)山　武一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752362-00361 松本内科クリニック 〒599-8121 072-289-6784松本　大輔 松本　大輔 平28.10. 1内   消   診療所
     堺市東区高松１２２番地１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752462-00379 小野産婦人科・内科・〒599-8114 072-285-8110小野　晃範 小野　晃範 平28. 4.27産婦 内   診療所
     宝生不妊クリニック 堺市東区日置荘西町２－３－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752562-00387 きしもと整形外科リハ〒599-8121 072-230-2585岸本　英樹 岸本　英樹 平29. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ビリテーションクリニ堺市東区高松４２１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     ック (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752662-00395 医療法人朋昌会　かや〒599-8114 072-285-7800医療法人朋昌会　理事萱澤　文男 平29. 5.18眼   診療所
     ざわ眼科 堺市東区日置荘西町一丁３５番１常　勤:    1長　萱澤　文男 移転 現存
     ７号 (医       1) 平29. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752763-00013 医療法人　岩本内科ク〒593-8322 072-260-1616医療法人　岩本内科ク岩本　和也 平18. 7. 1内   消   診療所
     リニック 堺市西区津久野町一丁９番６号 常　勤:    1リニック　理事長　岩 組織変更 現存
     (医       1)本　和也 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 752863-00021 医療法人　心和会　藤〒593-8322 072-272-6800医療法人　心和会　理藤田　素樹 平19. 1. 1心内 神   精  診療所
     田クリニック 堺市西区津久野町一丁４番３号 常　勤:    1事長　藤田　素樹 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 752963-00039 医療法人　昭節会　み〒593-8324 072-274-5000医療法人　昭節会　理伊勢村　正人 平19. 1. 1外   リハ 診療所
     ずきクリニック 堺市西区鳳東町五丁４７３番地５常　勤:    1事長　伊勢村　正人 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753063-00047 村野内科クリニック 〒593-8322 072-273-4114村野　裕一 村野　裕一 平19. 3. 1内   呼   消  診療所
     堺市西区津久野町一丁４番３号 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753163-00054 ひじい耳鼻咽喉科 〒593-8303 肘井　禎卓 肘井　禎卓 平19. 4. 1耳い アレ 診療所
     堺市西区上野芝向ケ丘町二丁８番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753263-00062 社会医療法人ペガサス〒592-8341 072-265-5577社会医療法人ペガサス西野　裕二 平19. 4. 1療養       150病院
     　ペガサスリハビリテ堺市西区浜寺船尾町東四丁２６９常　勤:   16　理事長　馬場　武彦 移転 内   神内 リハ現存
     ーション病院 番地 (医      16) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753363-00096 医療法人河面会　河面〒592-8349 072-261-2100医療法人河面会　理事河面　孝子 平19. 7. 1内   小   皮  診療所
     医院 堺市西区浜寺諏訪森町東三丁３６常　勤:    1長　河面　孝子 組織変更 現存
     ９番地２ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753463-00112 ヤマネ眼科 〒593-8325 072-260-5745山根　國継 山根　國継 平20. 4. 1眼   診療所
     堺市西区鳳南町三丁１９９番１２常　勤:    1 移転 現存
     号アリオ鳳アリオモール２階２５(医       1) 平26. 4. 1
     １０
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753563-00120 石山診療所 〒593-8324 072-273-1539石山　堅司 石山　堅司 平20. 3. 1外   整外 こう診療所
     堺市西区鳳東町三丁２６８番２ 常　勤:    1 移転 リハ 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753663-00138 えずみクリニック 〒593-8325 072-260-0511江角　晃治 江角　晃治 平20. 5. 1内   外   診療所
     堺市西区鳳南町三丁１９９番１２常　勤:    1 新規 現存
     号アリオ鳳アリオモール２階２５(医       1) 平26. 5. 1
     ４０
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753763-00153 南医院 〒592-8334 072-241-6661浪花　有紀 浪花　有紀 平20.10. 1耳い 診療所
     堺市西区浜寺石津町中三丁１４番常　勤:    1 継承 現存
     １７号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 753863-00161 柿原クリニック 〒592-8346 072-263-3713柿原　昌弘 柿原　昌弘 平21. 1. 1内   診療所
     堺市西区浜寺公園町一丁１２番１常　勤:    2 継承 現存
     ０ (医       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 753963-00179 朴井診療所 〒593-8328 072-264-8564朴井　研介 朴井　研介 平21. 1.23外   整外 リハ診療所
     堺市西区鳳北町四丁２１７ 常　勤:    1 継承 内   現存
     (医       1) 平27. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754063-00187 耳原鳳クリニック 〒593-8325 072-275-0801社会医療法人同仁会　池田　信明 平21. 3. 1内   心内 神内診療所
     堺市西区鳳南町五丁５９５番地 常　勤:    6理事長　斉藤　和則 組織変更 呼内 消   小  現存
     (医       6) 平27. 3. 1循   皮   リハ
     非常勤:   27 婦   整外 ひ  
     (医      27) 外   こう リウ
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754163-00211 社会医療法人ペガサス〒592-8335 072-245-3601社会医療法人ペガサス中林　孝之 平21. 5. 1内   リハ 診療所
     　ペガサスロイヤルク堺市西区浜寺石津町東一丁３番３常　勤:    1　理事長　馬場　武彦 新規 現存
     リニック １ (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754263-00229 しまたに小児科 〒593-8311 072-260-2111島谷　昌孝 島谷　昌孝 平21. 5. 1小   アレ 診療所
     堺市西区上７１４－１　朝日医療常　勤:    1 新規 現存
     ビル鳳南４階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754363-00237 医療法人都健幸会　石〒592-8333 072-280-1166医療法人都健幸会　理西口　貴司 平21. 8. 1内   歯   精  診療所
     (63-60237 ) 津川クリニック 堺市西区浜寺石津町西二丁１番９常　勤:    1事長　杉原　恒臣 新規 皮   現存
     号 (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:   15
     (医       9)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754463-00245 医療法人　加藤内科 〒592-8347 072-261-4782医療法人加藤内科　理加藤　研一 平21. 7. 1内   消   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町西二丁９０常　勤:    1事長　加藤　研一 組織変更 現存
     番地１ラツール諏訪森１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754563-00252 特別養護老人ホームパ〒593-8312 072-275-0111社会福祉法人　和風会森下　俊男 平21. 8. 1内   診療所
     ルハウスくさべ診療所堺市西区草部１４１７番地 常　勤:    1　理事長　池尾　平治 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 754663-00260 はるお内科クリニック〒593-8301 072-276-7575玉置　治夫 玉置　治夫 平22. 3. 1内   診療所
     堺市西区上野芝町三丁３番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754763-00294 医療法人　かみたにク〒593-8301 072-241-6538医療法人　かみたにク神谷　敦 平22. 7. 1内   循   呼内診療所
     リニック 堺市西区上野芝町一丁２５番１６常　勤:    2リニック　理事長　神 組織変更 胃   現存
     号 (医       2)谷　敦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754863-00302 医療法人　西野内科 〒593-8324 072-273-0015医療法人　西野内科　西野　義昭 平22. 8. 1内   診療所
     堺市西区鳳東町二丁１８１番地１常　勤:    1理事長　西野　義昭 移転 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 754963-00310 にしで皮フ科クリニッ〒593-8315 072-271-1112西出　武司 西出　武司 平22.10. 1皮   診療所
     ク 堺市西区菱木一丁２２２９番２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755063-00336 医療法人北野会　北野〒592-8347 072-261-0383医療法人北野会　理事北野　康雄 平22.12. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 堺市西区浜寺諏訪森町西二丁８０常　勤:    2長　北野　康雄 移転 現存
     番地１ＢＪビル１０１ (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755163-00344 白畠内科 〒593-8326 072-265-5501白畠　伸宏 白畠　伸宏 平23. 4. 1内   消   アレ診療所
     堺市西区鳳西町３丁３－９ 常　勤:    3 継承 放   現存
     (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755263-00369 医療法人　達瑛会　鳳〒593-8311 072-273-2821医療法人　達瑛会　理中田　英二 平23.10. 1一般        44病院
     胃腸病院 堺市西区上６５３－１ 常　勤:    4事長　河合　功 移転 内   外   消  現存
     (医       4) 平29.10. 1こう 放   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755363-00377 おおかわ皮ふ科クリニ〒593-8301 072-256-4112大川　毅 大川　毅 平24. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     ック 堺市西区上野芝町３－３－２４上常　勤:    1 新規 現存
     野芝メディカルシティ１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755463-00385 ベルピアノ病院 〒593-8315 072-349-6700社会医療法人　生長会戸田　爲久 平24. 4. 1療養       192病院
     堺市西区菱木１丁２３４３番１１常　勤:    8　理事長　田中　肇 移転 内   循   外  現存
     (医       8) 平30. 4. 1整外 放   リハ
     非常勤:   11
     (医      11)
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 755563-00393 医療法人共幸会　ナカ〒592-8343 072-269-0553医療法人共幸会　理事中井　昭宏 平24. 7. 1内   心内 放  診療所
     イクリニック 堺市西区浜寺元町一丁１２０番地常　勤:    1長　中井　昭宏 組織変更 現存
     １ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755663-00401 近江眼科 〒592-8348 072-261-0024近江　俊作 近江　俊作 平24.11. 1眼   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町中３丁２４常　勤:    1 新規 現存
     ４番地２９ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755763-00427 法師山眼科 〒592-8344 072-275-6457法師山　至 法師山　至 平25. 5. 1眼   診療所
     堺市西区浜寺南町三丁１番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755863-00435 医療法人　柊椋会　い〒593-8303 072-270-7415医療法人　柊椋会　理石井　武文 平25. 7. 1小   アレ 診療所
     しいこどもクリニック堺市西区上野芝向ケ丘町４丁２４常　勤:    1事長　石井　武文 組織変更 現存
     番２６号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 755963-00443 医療法人　泉翔会　か〒593-8324 072-272-8811医療法人　泉翔会　理加藤　聡 平25.10. 1内   循   外  診療所
     とう鳳クリニック 堺市西区鳳東町二丁１７７－３ 常　勤:    1事長　加藤　聡 移転 消   呼内 リハ現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756063-00450 なかい心のクリニック〒593-8324 072-284-7611中井　啓輔 中井　啓輔 平26. 2. 1心内 精   診療所
     堺市西区鳳東町２丁１８３番５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756163-00468 くげクリニック 〒592-8334 072-244-1594久家　宣也 久家　宣也 平26. 1. 1内   循   診療所
     堺市西区浜寺石津町中３丁１４－常　勤:    1 継承 現存
     １２ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756263-00484 市橋内科 〒592-8345 072-275-8783市橋　秀夫 市橋　秀夫 平26. 7. 1内   呼   アレ診療所
     堺市西区浜寺昭和町４丁４４９ 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 756363-00500 ひとしクリニック 〒593-8324 072-274-7537陣内　均 陣内　均 平26.12. 1整外 リハ リウ診療所
     堺市西区鳳東町１－７０－１ＷＩ常　勤:    1 新規 麻   内   現存
     ＳＴＥＲＩＡ　ＢＬＤＧ　２階 (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756463-00542 津久野・ヒロ・クリニ〒593-8322 072-272-7520医療法人喜進会　理事陣内　里佳子 平27. 7. 1内   透析 診療所
     ック 堺市西区津久野町一丁２０番３－常　勤:    2長　陣内　浩喜 新規 現存
     ２号 (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756563-00559 堺市こども急病診療セ〒593-8304 072-272-0909公益財団法人　堺市救橋爪　孝雄 平27. 7. 1小   診療所
     ンター 堺市西区家原寺町１丁１番２号 常　勤:    1急医療事業団　理事長 移転 現存
     (医       1)　樋上　忍 平27. 7. 1
     非常勤:  118
     (医     118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756663-00575 医療法人雄徳会　たつ〒592-8334 072-247-9411医療法人雄徳会　理事巽　雄三 平27. 7. 1一般         3診療所
     みクリニック 堺市西区浜寺石津町中１丁３番９常　勤:    1長　巽　雄三 組織変更 内   外   小  現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1婦   リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756763-00583 堺市立総合医療センタ〒593-8304 072-272-1199地方独立行政法人　堺花房　俊昭 平27. 7. 1一般       480地域支援
     (63-60583 ) ー 堺市西区家原寺町１丁１番１号 常　勤:  196市立病院機構　理事長 移転 一般（感染） 病院
     (医     194)　門田　守人 平27. 7. 1             7現存
     (歯       2) 内   消   循  
     非常勤:    6 呼内 神内 外  
     (医       6) 心外 脳外 整外
     形外 産婦 小  
     眼   耳い 皮  
     ひ   歯外 放  
     麻   臨床 病理
     リハ 救命 
     内科、消化器内
     科、循環器内科
     、腎臓・代謝内
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 756863-00591 医療法人　三谷ファミ〒593-8324 072-260-1601医療法人三谷ファミリ三谷　和男 平27. 7. 1内   診療所
     リークリニック 堺市西区鳳東町四丁３５４番地１常　勤:    2ークリニック　理事長 組織変更 現存
     Ｐｒｉｍｏおおとり１階 (医       2)　三谷　和男 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 756963-00609 なかやまメンタルクリ〒593-8322 072-274-5489仲山　彰俊 仲山　彰俊 平28. 1. 1心内 精   診療所
     ニック 堺市西区津久野町１丁２０－１津常　勤:    1 新規 現存
     久野メディカビル３Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757063-00617 医療法人厚心会　まつ〒593-8325 072-271-0300医療法人厚心会　理事松川　将隆 平28. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     かわ整形外科クリニッ堺市西区鳳南町三丁１９９番地１常　勤:    2長　松川　将隆 移転 現存
     ク １６ (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757163-00625 こにし小児科・アレル〒593-8322 072-349-6100小西　芳樹 小西　芳樹 平28. 5. 1小   アレ 診療所
     ギー科 堺市西区津久野町１丁２０－１津常　勤:    1 新規 現存
     久野メディカビル　２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757263-00633 医療法人大尚会　大川〒593-8303 072-276-1107医療法人大尚会　理事大川　雅照 平28.10. 1消   内   診療所
     消化器内科 堺市西区上野芝向ケ丘町一丁２番常　勤:    1長　大川　典彦 新規 現存
     ２５号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757363-00641 医療法人純陽会　すぎ〒593-8329 072-275-5512医療法人純陽会　理事杉本　純一 平29. 3. 1小   アレ 診療所
     もとキッズクリニック堺市西区下田町２５番３２号 常　勤:    1長　杉本　純一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757463-00658 はぜ眼科 〒593-8322 072-272-8880土師　正也 土師　正也 平29. 5. 1眼   診療所
     堺市西区津久野町１丁２０番７号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757563-00666 瀬野クリニック 〒593-8311 072-247-5275瀬野　敏孝 瀬野　敏孝 平29. 8. 1内   脳外 診療所
     堺市西区上７１４番１号　朝日医常　勤:    1 新規 現存
     療ビル鳳南３階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757663-00674 医療法人医心会　さだ〒593-8315 072-260-0812医療法人医心会　理事佐田　和也 平29. 9. 1眼   診療所
     眼科 堺市西区菱木一丁２２２９番地２常　勤:    1長　佐田　和也 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757763-00682 朗友館診療所 〒593-8324 072-275-1555社会福祉法人おおとり錦野　真理子 平29.12. 1内   診療所
     堺市西区鳳東町６丁６５９番地１常　勤:    2福祉会　理事長　山本 移転 現存
     (医       2)　鉄也 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 757863-00690 草部井上医院 〒593-8312 072-271-0022井上　達夫 井上　達夫 平30. 2.18内   小   診療所
     堺市西区草部１８１ 常　勤:    3 継承 現存
     (医       3) 平30. 2.18
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 757964-00011 松下皮フ科クリニック〒590-0115 072-290-1241松下　記代美 松下　記代美 平18. 4. 1皮   アレ 診療所
     堺市南区茶山台一丁３番１号パン常　勤:    1 新規 現存
     ジョ本館５階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758064-00045 にしがいと内科クリニ〒590-0137 072-290-1122西垣戸　伸哉 西垣戸　伸哉 平18.11. 1内   循   診療所
     ック 堺市南区城山台二丁２番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758164-00052 米田外科クリニック 〒590-0137 072-297-5041米田　光里 米田　光里 平18.11. 1外   消   リハ診療所
     堺市南区城山台三丁３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758264-00060 医療法人社団ワッフル〒590-0117 072-295-1100医療法人社団ワッフル舟木　克枝 平19. 7. 1小   アレ 診療所
     　ぐんぐんキッズクリ堺市南区高倉台四丁２１番１号 常　勤:    1　理事長　中野　景司 組織変更 現存
     ニック分院 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758364-00102 医療法人　河野外科医〒590-0116 072-291-0232医療法人河野外科医院河野　朗久 平20. 4. 1外   こう 麻  診療所
     院 堺市南区若松台二丁２番６号 常　勤:    1　理事長　河野　朗久 移転 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758464-00128 山田眼科医院 〒590-0105 072-291-3888山田　泰生 山田　泰生 平20.11. 1眼   診療所
     堺市南区竹城台三丁３番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758564-00151 医療法人健生医心会　〒590-0113 072-292-6060医療法人健生医心会　桑　敏之 平21. 7. 1内   外   整外診療所
     くわ総合クリニック 堺市南区晴美台二丁３５番１０号常　勤:    1理事長　桑　敏之 組織変更 リハ 皮   現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758664-00169 医療法人統貴会　泉北〒590-0104 072-230-2871医療法人統貴会　理事北川　道夫 平21.11. 1内   ひ   診療所
     クリニック 堺市南区土佐屋台１５６７ 常　勤:    1長　鶴田　曜三 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758764-00177 医療法人清明会　藤谷〒590-0111 072-292-8367医療法人清明会　理事藤谷　博行 平22. 1. 1眼   診療所
     眼科 堺市南区三原台一丁１番３号ジョ常　勤:    1長　藤谷　博行 組織変更 現存
     イパーク泉ヶ丘２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 758864-00185 植月医院 〒590-0121 072-297-1666植月　勇雄 植月　勇雄 平22. 1. 1内   放   産婦診療所
     堺市南区片蔵２３番地の１ 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 758964-00193 石上整形外科 〒590-0144 072-298-6655石上　仁丸 石上　仁丸 平22. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     堺市南区赤坂台三丁１０番６号 常　勤:    2 継承 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759064-00201 医療法人　侑生会　太〒590-0111 072-291-5551医療法人　侑生会　理太田　淳介 平23. 1. 1内   診療所
     田医院 堺市南区三原台一丁２番２マスタ常　勤:    1事長　太田　淳介 組織変更 現存
     ーズステージ泉ヶ丘１階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759164-00227 医療法人　飯田クリニ〒590-0141 072-299-5119医療法人　飯田クリニ飯田　泰久 平23. 7. 1皮   整外 リハ診療所
     ック 堺市南区桃山台４丁２番３号 常　勤:    1ック　理事長　飯田　 組織変更 現存
     (医       1)泰久 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759264-00235 医療法人　大平産婦人〒590-0141 072-299-1103医療法人　大平産婦人大平　裕己 平23.11. 9一般        12診療所
     科 堺市南区桃山台四丁２番１号 常　勤:    2科　理事長　大平　源 移転 産   婦   現存
     (医       2)吾 平29.11. 9
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759364-00243 医療法人　嘉翔会　井〒590-0111 072-295-0810医療法人　嘉翔会　理井上　嘉一 平24. 1. 1内   循   診療所
     上クリニック 堺市南区三原台１丁２番３号ルル常　勤:    1事長　井上　嘉一 組織変更 現存
     ポ泉ヶ丘１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759464-00250 久保内科クリニック 〒590-0152 072-349-8508久保　篤史 久保　篤史 平24. 5. 1内   診療所
     堺市南区和田５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759564-00268 みやわきクリニック 〒590-0138 072-284-0555 平24. 7. 1内   消   外  診療所
     堺市南区鴨谷台２丁１番５号サン常　勤:    1 新規 こう 現存
     ピア２番館２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759664-00292 ぽらんのひろば　井上〒590-0133 072-349-3987井上　朱實 井上　朱實 平25. 3. 1内   診療所
     診療所 堺市南区庭代台１丁７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 759764-00300 医療法人　格晶会　加〒590-0138 072-297-7001医療法人　格晶会　理加藤　格 平26. 1. 1眼   診療所
     藤眼科クリニック 堺市南区鴨谷台２丁１番３号光明常　勤:    1事長　加藤　格 組織変更 現存
     池アクト３階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759864-00318 医療法人　浩英会　も〒590-0138 072-268-2000医療法人　浩英会　理森本　康裕 平26. 1. 1ひ   診療所
     りもと泌尿器科クリニ堺市南区鴨谷台二丁１番３号光明常　勤:    1事長　森本　康裕 組織変更 現存
     ック 池アクト２階 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 759964-00326 伊東皮膚科 〒590-0111 072-292-3830伊東　香代子 伊東　香代子 平26. 1. 1皮   診療所
     堺市南区三原台４丁１－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760064-00342 坂井クリニック　形成〒590-0138 072-284-0005坂井　靖夫 坂井　靖夫 平27. 2. 1形外 皮   診療所
     外科・皮フ科 堺市南区鴨谷台２－１－５サンピ常　勤:    1 新規 現存
     ア２番館２Ｆ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760164-00359 かがやきクリニック 〒590-0105 072-320-8501医療法人輝優会　理事南條　浩輝 平27. 6. 1小   内   診療所
     堺市南区竹城台４丁１番１４号オ常　勤:    1長　南條　浩輝 組織変更 現存
     フィス・キャロー１０１号 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760264-00367 はなまる耳鼻咽喉科 〒590-0111 072-289-8704中西　律子 中西　律子 平27. 9. 1耳い 診療所
     堺市南区三原台１丁２番３号ルル常　勤:    1 新規 現存
     ポ泉ヶ丘１階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760364-00375 みやざき眼科 〒590-0115 072-294-3245医療法人峻伸会　理事宮﨑　博久 平27. 9. 1眼   診療所
     堺市南区茶山台１丁３番１号パン常　勤:    1長　春次　伸次郎 組織変更 現存
     ジョ専門店街２階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760464-00383 医療法人計行会　髙橋〒590-0153 072-284-3232医療法人計行会　理事髙橋　計行 平27.11.30内   診療所
     計行クリニック 堺市南区大庭寺７７８番地９ 常　勤:    2長　髙橋　計行 移転 現存
     (医       2) 平27.11.30
     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   839 頁

 760564-00409 医療法人銀杏会　銀杏〒590-0132 072-298-6838医療法人銀杏会　理事西浦　弘晃 平28. 9. 1整外 内   皮  診療所
     会クリニック 堺市南区原山台五丁９番５号クロ常　勤:    3長　安達　陽亮 移転 リハ 現存
     スモール２階 (医       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760664-00417 医療法人平治会　ＫＡ〒590-0116 072-297-2700医療法人平治会　理事河　元洋 平28.10. 1一般        19診療所
     ＷＡレディースクリニ堺市南区若松台三丁２番３号 常　勤:    1長　 本　平嗣 新規 産   婦   現存
     ック (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760764-00425 田村医院 〒590-0132 072-298-2121田村　陽史 田村　陽史 平29. 1.25内   脳外 診療所
     堺市南区原山台４－５－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平29. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760864-00441 伊東整形外科クリニッ〒590-0115 072-297-0039伊東　靖宜 伊東　靖宜 平29. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 堺市南区茶山台１丁２番３号泉ヶ常　勤:    1 新規 現存
     丘ひろば専門店街１Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 760964-00458 医療法人医泉会　泉ヶ〒590-0115 072-288-4711医療法人医泉会　理事人見　大 平29. 9. 1皮   診療所
     丘皮フ科クリニック 堺市南区茶山台１丁２－１泉ヶ丘常　勤:    1長　人見　大 組織変更 現存
     センタービル１Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761064-00466 小池眼科 〒590-0111 072-295-8111小池　英子 小池　英子 平29.12. 1眼   診療所
     堺市南区三原台１丁２番３号ルル常　勤:    1 新規 現存
     ポ泉ヶ丘２階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761164-00474 医療法人宏済会　三木〒590-0116 072-291-2257医療法人宏済会三木内三木　敦 平30. 2. 1内   診療所
     内科 堺市南区若松台二丁２番８号 常　勤:    2科　理事長　三木　敦 移転 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761264-00482 社会医療法人啓仁会　〒590-0132 072-295-8833社会医療法人啓仁会　菊池　啓 平30. 4. 1一般       310病院
     堺咲花病院 堺市南区原山台２丁７番１号 常　勤:    9理事長　井上　啓二 継承 内   整外 外  現存
     (医       9) 平30. 4. 1小   心内 神内
     非常勤:    8 眼   耳い 婦  
     (医       8) 麻   放   リハ
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761365-00026 棚橋内科・循環器科 〒591-8025 072-256-2566棚橋　秀生 棚橋　秀生 平18. 6. 1内   循   診療所
     堺市北区長曾根町１４６９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
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 761465-00034 医療法人　藤田医院 〒591-8011 072-251-4110医療法人　藤田医院　 田　環 平18. 5. 1内   小   循  診療所
     堺市北区南花田町３０２番地の１常　勤:    2理事長　 田　環 移転 消   放   現存
     ４ (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761565-00059 医療法人　優光会　お〒591-8025 072-246-4113医療法人　優光会　理岡本　直之 平18. 7. 1眼   診療所
     かもと眼科クリニック堺市北区長曾根町３０６９番地の常　勤:    1事長　岡本　直之 組織変更 現存
     ６新金岡ビル４階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761665-00067 みみはらファミリーク〒591-8004 072-252-1507社会医療法人同仁会　影山　浩 平18. 9. 1内   小   放  診療所
     リニック 堺市北区蔵前町３丁５番４７号 常　勤:    1理事長　斉藤　和則 新規 アレ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761765-00083 医療法人　好輝会　梶〒591-8023 072-250-2960医療法人　好輝会　理杉村　武嗣 平18. 9. 4一般         1診療所
     本クリニック分院 堺市北区中百舌鳥町四丁６１５番常　勤:    3事長　梶本　好輝 移転 内   現存
     １ (医       3) 平24. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761865-00125 医療法人　治衛会　ま〒591-8043 072-259-4848医療法人　治衛会　理丸谷　弘 平19. 1. 1眼   診療所
     るたに眼科クリニック堺市北区北長尾町一丁７番１０号常　勤:    1事長　丸谷　弘 組織変更 現存
     　 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 761965-00133 もり耳鼻咽喉科 〒591-8023 072-250-8669森　克己 森　克己 平19. 4. 1耳い アレ 診療所
     堺市北区中百舌鳥町六丁８８２－常　勤:    1 新規 現存
     １植松ビル１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762065-00141 タマダ病院 〒591-8004 072-251-8811医療法人仁悠会　理事玉田　智之 平19. 3. 1療養        60病院
     堺市北区蔵前町２丁１５番３９号常　勤:    2長　吉川　建夫 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       2) 平25. 3. 1循   放   こう
     非常勤:   18 外   
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762165-00158 いこま内科・眼科クリ〒591-8002 072-256-2323生馬　和樹 生馬　和樹 平19. 5. 1内   眼   診療所
     ニック 堺市北区北花田町三丁４５番４０常　勤:    2 新規 現存
     号北花田メディカルシティー３０(医       2) 平25. 5. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762265-00166 医療法人輝照会　末吉〒591-8025 072-256-2330医療法人輝照会　理事末吉　建治 平19. 4. 1内   循   神内診療所
     内科 堺市北区長曾根町１９１２番地 常　勤:    1長　末吉　建治 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 762365-00174 なかの整形外科クリニ〒591-8002 072-240-1919中野　圭一郎 中野　圭一郎 平19. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 堺市北区北花田町三丁４５番地４常　勤:    1 新規 現存
     ０北花田メディカルシティ２階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762465-00182 医療法人　つつい眼科〒591-8021 072-240-8484医療法人つつい眼科ク筒井　一夫 平19. 7. 1眼   診療所
     クリニック 堺市北区新金岡町五丁３番１１０常　勤:    1リニック　理事長　筒 組織変更 現存
     号エスポワール新金岡１階 (医       1)井　一夫 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762565-00190 医療法人貫遥会　もり〒591-8046 072-240-8820医療法人貫遥会　理事森田　謙一 平19. 7. 1整外 リハ 診療所
     た整形外科クリニック堺市北区東三国ケ丘町五丁２番１常　勤:    1長　森田　謙一 組織変更 現存
     ７号ＳＡＴＯＭＯビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762665-00224 はやし内科クリニック〒591-8023 072-240-0611林　孝浩 林　孝浩 平19. 9. 1内   循   診療所
     堺市北区中百舌鳥町五丁２２番カ常　勤:    1 新規 現存
     サレスなかもず２階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762765-00240 佐々木内科クリニック〒591-8037 072-250-0200佐々木　德久 佐々木　德久 平20. 5. 1内   アレ 診療所
     堺市北区百舌鳥赤畑町二丁５５－常　勤:    1 新規 現存
     １ＴＳカーサ・セコンドマンショ(医       1) 平26. 5. 1
     ン１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762865-00281 医療法人紀陽会　北花〒591-8007 072-256-0232医療法人　紀陽会　理藤田　彰一 平20.10. 1内   診療所
     田クリニック 堺市北区奥本町一丁２３２番 常　勤:    2事長　田仲　紀子 新規 現存
     (医       2) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 762965-00299 医療法人　たけなかキ〒591-8025 072-240-0080医療法人たけなかキッ竹中　義人 平21. 1. 1小   診療所
     ッズクリニック 堺市北区長曾根町１４６７番地１常　勤:    1ズクリニック　理事長 組織変更 現存
     　メディカルエイトワンビル２Ｆ(医       1)　竹中　義人 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763065-00315 医療法人　健亘会　政〒591-8025 072-246-7570医療法人　健亘会　理政田　和洋 平21. 8. 6整外 リウ 診療所
     田整形外科・リウマチ堺市北区長曽根町３０６５番地８常　勤:    1事長　政田　和洋 移転 現存
     科 政田ビル１Ｆ (医       1) 平27. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763165-00323 医療法人　健亘会　ま〒591-8025 072-246-7557医療法人健亘会　理事政田　佳子 平21. 8. 6皮   形外 診療所
     さ田クリニック 堺市北区長曽根町３０６５番地８常　勤:    1長　政田　和洋 移転 現存
     政田ビル３Ｆ (医       1) 平27. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763265-00331 吉川病院 〒591-8046 072-259-0100医療法人　仁悠会　理吉川　建夫 平21. 8. 1一般        45病院
     堺市北区東三国ケ丘町四丁１番２常　勤:    9事長　吉川　建夫 移転 療養        45現存
     ５号 (医       9) 平27. 8. 1内   外   産婦
     非常勤:   14 リハ 放   
     (医      14)
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 763365-00356 整形外科ひろクリニッ〒591-8002 072-250-5551中尾　佳裕 中尾　佳裕 平22. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 堺市北区北花田町二丁４番１号コ常　勤:    1 新規 現存
     プリー１階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763465-00364 医療法人財団健康睡眠〒591-8023 072-253-6590医療法人財団健康睡眠山縣　優子 平22. 4. 1内   診療所
     会　やまがた呼吸器内堺市北区中百舌鳥町二丁７２番地常　勤:    1会　理事長　岩間　義 組織変更 現存
     科クリニック リズィエール２階 (医       1)孝 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763565-00380 医療法人好輝会　梶本〒591-8025 072-256-3456医療法人好輝会　理事梅原　秀人 平22. 7. 1内   透析 診療所
     クリニック新金岡分院堺市北区長曾根町１４６７番地の常　勤:    2長　梶本　好輝 新規 現存
     １メディカルエイトワンビル２Ｆ(医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763665-00406 医療法人　大貴会　ほ〒591-8023 072-253-7890医療法人　大貴会　理堀　大輔 平23. 1. 1ひ   診療所
     り泌尿器科クリニック堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地常　勤:    1事長　堀　大輔 組織変更 現存
     クリスタルなかもず５０２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763765-00414 医療法人　郷人会　中〒591-8025 072-240-0087医療法人　郷人会　理中村　晶彦 平23. 1. 1耳い 診療所
     村耳鼻咽喉科 堺市北区長曽根町７１９番地１ 常　勤:    1事長　中村　晶彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763865-00422 医療法人　元季会　今〒591-8025 072-240-3510医療法人　元季会　理今野　美季 平23. 1. 1内   消   診療所
     野クリニック 堺市北区長曽根町３０６５番地１常　勤:    1事長　今野　美季 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 763965-00430 瓦谷クリニック 〒591-8011 072-252-0022瓦谷　仁志 瓦谷　仁志 平23. 5. 1内   循   診療所
     堺市北区南花田町１６９３－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764065-00448 松下眼科 〒591-8002 072-258-3416松下　 雄 松下　 雄 平23. 6. 1眼   診療所
     堺市北区北花田町３－１７－４デ常　勤:    1 移転 現存
     ィーセント北花田１Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764165-00455 あけど小児科 〒591-8022 072-242-7801明渡　晶子 明渡　晶子 平23.12. 1小   アレ 診療所
     堺市北区金岡町３０２５番地１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764265-00463 なかむら胃腸肛門クリ〒591-8023 072-252-8484中村　浩一 中村　浩一 平24. 4. 1胃   内   こう診療所
     ニック 堺市北区中百舌鳥町４丁５７４番常　勤:    1 新規 外   現存
     エイトワンビル１階、２階 (医       1) 平30. 4. 1
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 764365-00471 にしむらクリニック 〒591-8036 072-242-6063 村　直己 村　直己 平24. 5. 1内   呼   アレ診療所
     堺市北区百舌鳥本町３丁８番地７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764465-00497 医療法人　中山内科医〒591-8032 072-257-0380医療法人　中山内科医中山　美治郎 平24. 7. 1内   小   診療所
     院 堺市北区百舌鳥梅町３丁２１番地常　勤:    1院　理事長　中山　美 組織変更 現存
     ７ (医       1)治郎 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764565-00505 医療法人　いけだこど〒591-8002 072-250-4152医療法人　いけだこど池田　和茂 平24. 7. 1小   アレ 診療所
     もクリニック 堺市北区北花田町３丁４５番４０常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　池田　和茂 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764665-00521 医療法人　阪究会　梅〒591-8023 072-255-3712医療法人　阪究会　理梅田　二郎 平25. 1. 1皮   アレ 診療所
     田皮膚科 堺市北区中百舌鳥町２丁３９番地常　勤:    2事長　梅田　二郎 組織変更 現存
     クリスタルなかもず５０１号 (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764765-00539 医療法人　近藤クリニ〒591-8002 072-240-7220医療法人　近藤クリニ近藤　孝生 平25. 1. 1内   循   診療所
     ック 堺市北区北花田町３丁１８番地１常　勤:    1ック　理事長　近藤　 組織変更 現存
     (医       1)孝生 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764865-00554 典子エンジェルクリニ〒591-8002 072-254-8875舩越　典子 舩越　典子 平25. 4. 1産婦 診療所
     ック 堺市北区北花田町３－２８－１０常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 764965-00562 まつかクリニック 〒591-8022 072-275-4429松家　昌彦 松家　昌彦 平25. 9. 1整外 内   リウ診療所
     堺市北区金岡町１４２３－４ビッ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     グカーサＣ棟１階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765065-00596 堺若葉会病院 〒591-8021 072-255-1001医療法人　若葉会　理加藤　茂 平26. 1. 1一般       180病院
     堺市北区新金岡町４－１－７ 常　勤:    7事長　西垣　秀尊 組織変更 内   外   整外現存
     (医       7) 平26. 1. 1皮   ひ   眼  
     非常勤:   38 リハ 放   消  
     (医      38) 循   透析 
     内科：循環器内
     科、消化器内科
     、人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765165-00612 医療法人　さわだ眼科〒591-8023 072-258-8025医療法人　さわだ眼科澤田　浩作 平26. 1. 1眼   診療所
     堺市北区中百舌鳥町２丁３９番地常　勤:    1　理事長　澤田　浩作 組織変更 現存
     クリスタルなかもず３０１号 (医       1) 平26. 1. 1
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 765265-00620 医療法人博仁会　奥村〒591-8037 072-251-7548医療法人博仁会　理事奥村　信太 平26. 7. 1内   診療所
     医院 堺市北区百舌鳥赤畑町三丁２０４常　勤:    1長　奥村　信太 組織変更 現存
     番地３ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765365-00638 三宅皮膚科・美容皮膚〒591-8023 072-267-4812三宅　宗晴 三宅　宗晴 平26.11. 1皮   アレ 診療所
     科 堺市北区中百舌鳥町３丁３４１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765465-00646 医療法人安和会　なか〒591-8022 072-253-9300医療法人安和会　理事葛西　宏一郎 平26.12. 1内   整外 皮  診療所
     もずクリニック 堺市北区金岡町１３８２－１ 常　勤:    1長　塩見　和昭 移転 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765565-00653 医療法人　まつお小児〒591-8022 072-258-4646医療法人まつお小児科松尾　泰孝 平27. 1. 1小   診療所
     科 堺市北区金岡町１３８２番１ 常　勤:    1　理事長　松尾　泰孝 移転 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765665-00661 医療法人喜多クリニッ〒591-8022 072-258-8760医療法人喜多クリニッ上原　真紀 平27. 8. 1内   皮   診療所
     ク　なかもず診療所 堺市北区金岡町１４２３番７７ 常　勤:    1ク　理事長　喜多　紀 新規 現存
     (医       1)人 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765765-00679 医療法人　はなまるメ〒591-8008 072-240-1108医療法人はなまるメン花尾　晋一 平27. 7. 1精   心内 診療所
     ンタルクリニック 堺市北区東浅香山町４丁６番地圭常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     祐館２階 (医       1)長　花尾　晋一 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765865-00687 医療法人思惟会　泌尿〒591-8025 072-240-0085医療法人思惟会　理事河田　陽一 平27. 7. 1ひ   診療所
     器科かわだクリニック堺市北区長曾根町３０６９番地６常　勤:    1長　河田　陽一 組織変更 現存
     新金岡ビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 765965-00695 医療法人春裕会　さわ〒591-8032 072-252-0101医療法人春裕会　理事澤田　将幸 平27. 7. 1心内 精   診療所
     だメンタルクリニック堺市北区百舌鳥梅町三丁１番地３常　勤:    2長　澤田　将幸 組織変更 現存
     牧原ビル２階 (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766065-00703 医療法人紀和会　正風〒591-8021 072-255-0051医療法人紀和会　理事塩崎　嘉樹 平27. 8. 1一般        47病院
     病院 堺市北区新金岡町５丁１番３号 常　勤:    4長　塩崎　嘉樹 移転 療養       152現存
     (医       4) 平27. 8. 1内   整外 リウ
     非常勤:   18 皮   リハ 放  
     (医      18) 消   循   麻  
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 766165-00729 医療法人社団ワッフル〒591-8023 072-275-8502医療法人社団ワッフル中野　景司 平27.12. 1小   アレ 診療所
     　ぐんぐんキッズクリ堺市北区中百舌鳥町二丁２１番地常　勤:    3　理事長　中野　景司 組織変更 現存
     ニック 大休ビル１階 (医       3) 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766265-00737 医療法人荒巻会　あら〒591-8025 072-257-9919医療法人荒巻会　理事荒巻　忠道 平28. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     まき整形外科クリニッ堺市北区長曾根町３０８４番地２常　勤:    1長　荒巻　忠道 移転 現存
     ク １ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766365-00745 医療法人　中内こども〒591-8033 072-240-8080医療法人中内こどもク中内　昭平 平28. 1. 1小   アレ 診療所
     クリニック 堺市北区百舌鳥西之町二丁５３３常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     番地１ (医       1)内　昭平 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766465-00752 かじもと内科　糖尿病〒591-8023 072-246-0770梶本　忠史 梶本　忠史 平28. 3. 1内   診療所
     ・内分泌内科 堺市北区中百舌鳥町２丁４８カー常　勤:    1 新規 現存
     サ中百舌鳥１階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766565-00760 医療法人桜音会　野崎〒591-8032 072-252-3347医療法人桜音会　理事野﨑　晃一 平28. 4. 1一般         8診療所
     レディースクリニック堺市北区百舌鳥梅町３丁３２番地常　勤:    1長　野﨑　晃一 移転 産   婦   現存
     ４ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766665-00778 なめだリハビリテーシ〒591-8011 072-246-9641洙田　靖夫 洙田　靖夫 平28. 8. 1リハ 診療所
     ョンクリニック 堺市北区南花田町１６９２番地２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766765-00786 医療法人以和貴会　あ〒591-8021 072-240-1130医療法人以和貴会　理髙野　善博 平28. 9. 1精   心内 診療所
     いメンタルクリニック堺市北区新金岡町四丁１番１１号常　勤:    1事長　髙野　公男 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766865-00794 いずみ皮膚・形成外科〒591-8002 072-250-7870泉　憲 泉　憲 平28. 9. 1形外 皮   診療所
     クリニック 堺市北区北花田町３－４５－４０常　勤:    1 新規 現存
     北花田メディカルシティー５Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 766965-00802 どて内科医院 〒591-8022 072-260-4300土手　健作 土手　健作 平28.10. 1内   診療所
     堺市北区金岡町１１８２－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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 767065-00810 森本医院 〒591-8021 072-253-0405森本　高広 森本　高広 平29. 1. 1小   内   アレ診療所
     堺市北区新金岡町２丁５番１－２常　勤:    2 継承 現存
     ２ (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767165-00828 マロズスキンクリニッ〒591-8002 072-276-4133安井　 秀 安井　 秀 平29. 3. 1皮   診療所
     ク 堺市北区北花田町３丁１８－１８常　勤:    1 新規 現存
     ジョイフルフタバビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767265-00836 赤星神経内科クリニッ〒591-8034 072-275-9020赤星　真琴 赤星　真琴 平29. 3. 1神内 内   診療所
     ク 堺市北区百舌鳥陵南町３丁１６３常　勤:    2 新規 現存
     北野コンパクトオフィスＥ号 (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767365-00844 なかもずこころのクリ〒591-8023 072-240-7830吉藤　諭 吉藤　諭 平29. 4. 1精   心内 内  診療所
     ニック 堺市北区中百舌鳥町２丁２３番地常　勤:    1 新規 現存
     ポルト中百舌鳥ビル２Ｆ・３Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767465-00851 まつだ消化器糖尿病ク〒591-8006 072-247-7500松田　史博 松田　史博 平29. 6. 1内   消   診療所
     リニック 堺市北区宮本町２番地　村上ビル常　勤:    2 新規 現存
     １階 (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767565-00869 やまもと消化器内視鏡〒591-8023 072-275-9907山本　篤 山本　篤 平29. 7. 1内   消   外  診療所
     ・外科クリニック 堺市北区中百舌鳥町２丁２　２階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767665-00877 だんホームクリニック〒591-8025 072-246-6611段　俊行 段　俊行 平29. 8. 1内   診療所
     堺市北区長曽根町１２０７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767765-00885 医療法人あさか会　あ〒591-8008 072-251-1116医療法人あさか会　理福山　時仁 平29. 9. 1整外 内   皮  診療所
     さかクリニック 堺市北区東浅香山町二丁３４８番常　勤:    1事長　福山　時仁 組織変更 形外 リハ 現存
     地１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767865-00893 くさか内科医院 〒591-8045 072-240-9371日下　茂 日下　茂 平29.10. 1内   消   診療所
     堺市北区南長尾町２丁１番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 767965-00919 あおいクリニック 〒591-8043 072-247-7651西原　賢太郎 西原　賢太郎 平30. 2. 1内   診療所
     堺市北区北長尾町１－２－２サン常　勤:    1 新規 現存
     ライズ堺２０７ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 768065-00927 中百舌鳥おか内科医院〒591-8023 072-252-0451村田　貞史 村田　貞史 平30. 4. 1内   消   診療所
     堺市北区中百舌鳥町６－８２５ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768166-00024 戸田こどもクリニック〒587-0051 072-369-1150戸田　常仁 戸田　常仁 平22. 5. 1小   内   診療所
     堺市美原区北余部４９１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768266-00032 特別養護老人ホーム　〒587-0022 072-362-3491社会福祉法人　大阪府吉本　真由美 平22. 9. 1内   診療所
     美原荘診療所 堺市美原区平尾５９５番地１特別常　勤:    2社会福祉事業団　理事 新規 現存
     養護老人ホーム美原荘内 (医       2)長　行松　英明 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768366-00057 いわもと在宅クリニッ〒587-0051 072-369-2780岩本　元臣 岩本　元臣 平28. 2. 1内   外   診療所
     ク 堺市美原区北余部４５－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768491-02853 北大阪医療生活協同組〒532-0013 06-6303-8731北大阪医療生活協同組河井　和彦 昭36.11. 1療養       108病院
     合　十三病院 大阪市淀川区木川西三丁目４番１常　勤:    6合　理事長　河井　和 新規 内   整外 皮  現存
     ５号 (医       4)彦 平24.11. 1放   
     (薬       2)
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768591-04040 医療法人緒方会　緒方〒532-0028 06-6309-4647医療法人緒方会　理事緒方　章雄 昭45. 5. 1麻   整外 内  診療所
     会クリニック 大阪市淀川区十三元今里二丁目１常　勤:    1長　緒方　章雄 組織変更 リハ 現存
     ０番１１号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768691-04412 久保医院 〒532-0012 06(6303)2506久保　進司 久保　進司 昭48. 2. 1呼   胃   循  診療所
     大阪市淀川区木川東２－１６－４常　勤:    1 新規 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平30. 2. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768791-04792 公益財団法人大阪市救〒532-0023 06-6304-7883公益財団法人大阪市救石井　孝司 昭51. 4. 1内   小   診療所
     急医療事業団　十三休大阪市淀川区十三東１丁目１１－常　勤:    2急医療事業団　理事長 新規 現存
     日急病診療所 ２６ (医       2)　甲田　伸一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 768891-04933 進藤医院 〒532-0002 06-6395-2865進藤　條生 進藤　條生 昭53. 1. 1外   内   皮  診療所
     大阪市淀川区東三国一丁目３１番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １５号湊興産第５ビル１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 768991-05021 磯貝内科 〒532-0003 06-6394-0460磯貝　興久 磯貝　興久 昭53.12. 1内   消   循  診療所
     大阪市淀川区宮原二丁目２番３号常　勤:    1 呼内 神内 リウ現存
     淀川コーポ１階 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769091-05179 吉村耳鼻咽喉科 〒532-0013 06-6305-4927吉村　雅子 吉村　雅子 昭56.10. 1耳い 診療所
     大阪市淀川区木川西二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769191-05187 子供の城療育クリニッ〒532-0011 06-6304-5661一般財団法人　子供の安藤　忠 昭56.10. 1精   小   整外診療所
     (91-65187 ) ク 大阪市淀川区西中島五丁目６番６常　勤:    1城協会　代表理事　安 新規 小歯 現存
     号公文教育会館６階 (医       1)藤　忠 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769291-05237 木戸内科医院 〒532-0028 06(6300)1156木戸　亮 木戸　亮 昭57. 7. 1内   小   リハ診療所
     大阪市淀川区十三元今里１－９－常　勤:    1 新規 皮   現存
     ２６ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769391-05252 社会医療法人協和会　〒532-0004 06-6395-1601社会医療法人　協和会藤尾　陽一 昭58. 4. 1一般        77病院
     北大阪病院 大阪市淀川区西宮原二丁目７番１常　勤:    5　理事長　加納　繁照 継承 内   消   循  現存
     ７号 (医       5) 平28. 4. 1外   整外 皮  
     非常勤:   44 脳外 ひ   こう
     (医      44) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769491-05310 岡本眼科医院 〒532-0002 06-6392-3733岡本　和郎 岡本　和郎 昭59. 7. 1眼   診療所
     大阪市淀川区東三国二丁目３３番常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769591-05351 橋本眼科医院 〒532-0028 06-6303-6285橋本　悦子 橋本　悦子 昭60. 7. 1眼   診療所
     大阪市淀川区十三元今里２－１９常　勤:    1 新規 現存
     －９ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769691-05427 医療法人修真会　福井〒532-0002 06-6391-7800医療法人　修真会　福福井　宏有 昭62. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 大阪市淀川区東三国四丁目１番８常　勤:    1井整形外科　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)福井　宏有 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769791-05450 医療法人　藤本医院 〒532-0035 06-6306-1810医療法人　藤本医院　藤本　栄 昭62. 7. 1内   胃   小  診療所
     大阪市淀川区三津屋南二丁目１７常　勤:    1理事長　藤本　栄 組織変更 リハ 循   現存
     番１２号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 769891-05559 村上医院 〒532-0023 06(6390)7736村上　正嗣 村上　正嗣 昭63. 6. 1精   神   診療所
     大阪市淀川区十三東３丁目２６番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 769991-05633 鈴木診療所 〒532-0005 06(6393)0357鈴木　康生 鈴木　康生 昭64. 1. 1内   耳い 診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目２９常　勤:    1 移転 現存
     番１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770091-05674 医療法人　市橋クリニ〒532-0026 06-6308-1066医療法人市橋クリニッ市橋　進 平元. 7. 1眼   診療所
     ック 大阪市淀川区塚本四丁目６番２３常　勤:    1ク　理事長　市橋　進 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770191-05682 医療法人真徳会　額田〒532-0028 06-6301-5940医療法人　真徳会　理額田　朋経 平元. 7. 1眼   診療所
     眼科診療所 大阪市淀川区十三元今里二丁目１常　勤:    1事長　額田　朋経 組織変更 現存
     番２１号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770291-05765 和田クリニック 〒532-0033 06-6397-8577和田　健太郎 和田　健太郎 平元.10. 1皮   内   小  診療所
     大阪市淀川区新高六丁目８番４号常　勤:    1 新規 アレ 現存
     シャトーグリーンマンション１階(医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770391-05807 医療法人　隅倉クリニ〒532-0026 06-6390-2776医療法人　隅倉クリニ隅藏　透 平 2. 1. 1内   神内 消  診療所
     ック 大阪市淀川区塚本五丁目６番１７常　勤:    1ック　理事長　隅藏　 組織変更 循   小   リハ現存
     号前原ビル１階 (医       1)透 平29. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770491-05815 医療法人栄弘会　宮下〒532-0032 06-6301-4693医療法人　栄弘会　宮宮下　弘道 平 2. 1. 1内   胃   循  診療所
     内科 大阪市淀川区三津屋北一丁目６番常　勤:    1下内科　理事長　宮下 組織変更 小   放   現存
     ３号 (医       1)　弘道 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770591-05823 医療法人　水田診療所〒532-0026 06-6304-8024医療法人　水田診療所李　世哲 平 2. 1. 1内   胃   皮  診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目１４番７常　勤:    1　理事長　李　世哲 組織変更 こう 小   現存
     号藤和塚本コープ１０６号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770691-05849 医療法人敬節会　西中〒532-0011 06-6301-5706医療法人敬節会西中島髙田　達良 平 2. 1. 1内   外   皮  診療所
     島クリニック 大阪市淀川区西中島三丁目２番１常　勤:    2クリニック　理事長　 移転 消   放   現存
     １号 (医       2)高田　達良 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770791-05864 医療法人　岡本医院 〒532-0026 06-6303-3537医療法人　岡本医院　岡本　暢夫 平 2. 7. 1内   胃   診療所
     大阪市淀川区塚本一丁目１９番１常　勤:    1理事長　岡本　暢夫 組織変更 現存
     ９－１号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 770891-05914 医療法人　吉田クリニ〒532-0028 06-6309-3674医療法人　吉田クリニ吉田　健 平 2. 7. 1内   循   胃  診療所
     ック 大阪市淀川区十三元今里一丁目１常　勤:    2ック　理事長　吉田　 組織変更 放   小   皮  現存
     ３番１８号 (医       2)健 平29. 7. 1
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 770991-05922 医療法人　阪口クリニ〒532-0002 06-6391-5061医療法人　阪口クリニ阪口　忠彦 平 2. 7. 1内   胃   小  診療所
     ック 大阪市淀川区東三国四丁目１５番常　勤:    2ック　理事長　阪口　 放   現存
     １３号 (医       2)忠彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771091-06029 革島病院 〒532-0006 06-6391-1431革島　康雄 革島　康雄 平 3. 3. 8一般        51病院
     大阪市淀川区西三国２－７－１ 常　勤:    2 新規 外   内   消  現存
     (医       2) 平30. 3. 8放   
     非常勤:   35
     (医      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771191-06037 堀クリニック 〒532-0011 06(6886)6622堀　博司 堀　博司 平 3. 6. 1内   皮   診療所
     大阪市淀川区西中島５丁目９番５常　勤:    2 新規 現存
     号ＮＬＣ新大阪ビル６階 (医       1) 平30. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771291-06045 中瀬整形外科 〒532-0026 06(6886)8384中瀨　嘉人 中瀬　嘉人 平 3. 6. 1内   外   整外診療所
     大阪市淀川区塚本五丁目３番１１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号１０１エステハイツ塚本１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771391-06052 医療法人　坂本医院 〒532-0026 06-6304-3530医療法人　坂本医院　坂本　隆史 平 3. 7. 1内   診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目１７番８常　勤:    1理事長　坂本　隆史 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771491-06128 医療法人　安岡医院 〒532-0032 06-6301-6224医療法人安岡医院　理安岡　邦彦 平 4. 1. 1内   放   消  診療所
     大阪市淀川区三津屋北一丁目６番常　勤:    1事長　安岡　邦彦 組織変更 小   循   胃  現存
     １８号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771591-06177 医療法人　細江クリニ〒532-0023 06-6303-7814医療法人　細江クリニ細江　重人 平 4. 7. 1内   小   皮  診療所
     ック 大阪市淀川区十三東三丁目５番１常　勤:    1ック　理事長　細江　 組織変更 呼   現存
     ３号 (医       1)重人 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771691-06219 医療法人　大西クリニ〒532-0032 06-6886-7767医療法人　大西クリニ大西　博孝 平 5. 1. 1外   内   小  診療所
     ック 大阪市淀川区三津屋北一丁目５番常　勤:    2ック　理事長　大西　 組織変更 整外 リハ 循  現存
     ２０号 (医       2)博孝 平29. 1. 1心外 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771791-06227 医療法人　斎藤整形外〒532-0026 06-6304-8102医療法人　斎藤整形外齋藤　義郎 平 5. 1. 1整外 内   外  診療所
     科医院 大阪市淀川区塚本一丁目１９番２常　勤:    1科医院　理事長　齋藤 組織変更 リハ 現存
     ６号 (医       1)　義郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 771891-06250 石井クリニック 〒532-0026 06-6307-1120石井　孝司 石井　孝司 平 5. 2. 1内   小   診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目２４番８常　勤:    1 新規 現存
     号タバタビル４階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 771991-06342 医療法人　井上クリニ〒532-0028 06(6308)7427医療法人　井上クリニ井上　康則 平 6. 1. 1内   神内 小  診療所
     ック 大阪市淀川区十三元今里１丁目７常　勤:    1ック　理事長　井上　 組織変更 リハ 現存
     番２２号 (医       1)康則 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772091-06359 医療法人　森眼科 〒532-0033 06(6397)1430医療法人　森眼科　理森　紀子 平 6. 1. 1眼   診療所
     大阪市淀川区新高六丁目１４番１常　勤:    1事長　森　紀子 組織変更 現存
     ３号エレガンテセブンワン２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772191-06375 医療法人晃有会　ササ〒532-0026 06-6307-5757医療法人晃有会　理事笹瀬　晃弘 平 6. 7. 1皮   形外 アレ診療所
     セ皮フ科 大阪市淀川区塚本二丁目２４番８常　勤:    5長　笹瀬　晃弘 組織変更 現存
     号タバタビル６Ｆ (医       5) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772291-06383 医療法人曉会　田辺整〒532-0026 06(6307)5151医療法人曉会　理事長田辺　曉人 平 6. 7. 1整外 外   リハ診療所
     形外科 大阪市淀川区塚本２－２４－８ 常　勤:    1　田辺　曉人 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772391-06474 橋本クリニック 〒532-0026 06-6308-3300橋本　稔宏 橋本　稔宏 平 7. 3. 1内   小   リハ診療所
     大阪市淀川区塚本三丁目１３番９常　勤:    1 新規 消   神内 現存
     号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772491-06540 別當眼科 〒532-0002 06-6391-1010別當　京子 別當　京子 平 7. 9. 1眼   診療所
     大阪市淀川区東三国一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号別當クリニックビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772591-06573 医療法人修恩会　寺岡〒532-0002 06-6399-0671医療法人修恩会　理事寺岡　修 平 8. 1. 1内   呼内 アレ診療所
     内科医院 大阪市淀川区東三国六丁目１９番常　勤:    1長　寺岡　修 組織変更 胃   現存
     ８号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772691-06615 渋谷皮フ科クリニック〒532-0011 06-6305-1080渋谷　信治 渋谷　信治 平 8. 2. 1皮   アレ 診療所
     大阪市淀川区西中島七丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号興北ビル７階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 772791-06623 渡辺医院 〒532-0026 06-6302-5261渡辺　昌裕 渡辺　昌裕 平 8. 1. 1内   循   消  診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目１０番１常　勤:    2 継承 呼内 小   皮  現存
     ４号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772891-06649 中川整形外科クリニッ〒532-0033 06-6396-6525中川　浩彰 中川　浩彰 平 8. 9. 1整外 外   リハ診療所
     ク 大阪市淀川区新高六丁目７番１４常　勤:    1 新規 リウ 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 772991-06672 林医院 〒532-0002 06-6391-3838林　保 林　保 平 8. 9. 1内   消   循  診療所
     大阪市淀川区東三国二丁目２番１常　勤:    2 継承 現存
     ９号 (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773091-06698 医療法人医誠会　新大〒532-0011 06-6307-7280医療法人　医誠会　理横田　甚 平 8.12. 1内   リハ 診療所
     阪医誠会クリニック 大阪市淀川区西中島三丁目１８番常　勤:    2事長　谷　幸治 移転 現存
     ９号新大阪日大ビル９階 (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773191-06706 医療法人　松岡眼科 〒532-0026 06-6307-0369医療法人　松岡眼科　寺岡　マイケル 平 9. 1. 1眼   診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目２４番８常　勤:    1理事長　松岡　幸代 組織変更 現存
     号タバタビル５階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773291-06714 医療法人　古東整形外〒532-0005 06-6392-5266医療法人　古東整形外古東　司郎 平 9. 2. 1整外 リハ 内  診療所
     科 大阪市淀川区三国本町三丁目２６常　勤:    1科　理事長　古東　司 新規 現存
     番１６号 (医       1)朗 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773391-06730 医療法人　佐々木クリ〒532-0002 06-6391-3333医療法人　佐々木クリ佐々木　進 平 9. 5. 1ひ   皮   診療所
     ニック 大阪市淀川区東三国五丁目５番２常　勤:    1ニック　理事長　佐々 移転 現存
     ８号 (医       1)木　進 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773491-06748 塩野皮フ科 〒532-0006 06-6399-1112塩野　正博 塩野　正博 平 9. 7. 1皮   アレ 形外診療所
     大阪市淀川区西三国一丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号ウィング青山２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773591-06755 堀野医院 〒532-0002 06-6391-4039堀野　敬 堀野　敬 平 9. 6. 1神   精   心内診療所
     大阪市淀川区東三国四丁目１番４常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773691-06771 武富耳鼻咽喉科医院 〒532-0035 06-6301-3356武富　大二郎 武富　大二郎 平 9.10.11耳い 診療所
     大阪市淀川区三津屋南二丁目１１常　勤:    1 継承 現存
     番４０号 (医       1) 平24.10.11
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 773791-06805 博愛社診療所 〒532-0028 06-6301-8904社会福祉法人博愛社　自見　弘之 平10. 4. 1内   外   診療所
     大阪市淀川区十三元今里三丁目１常　勤:    1理事長　長野　泰信 新規 現存
     番８８号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773891-06821 楠山クリニック 〒532-0012 06-6838-6070楠山　剛紹 楠山　剛紹 平10. 6. 1胃   外   こう診療所
     大阪市淀川区木川東二丁目４番１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ０号三共新大阪ビル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 773991-06839 かわばたレディスクリ〒532-0023 06-6308-7660河端　良一 河端　良一 平10. 7. 1一般         3診療所
     ニツク 大阪市淀川区十三東二丁目５番１常　勤:    1 新規 産婦 現存
     ５号アーリーアーク１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774091-06862 なかき耳鼻咽喉科 〒532-0026 06-4806-8733中木　義浩 中木　義浩 平10.12. 1耳い 形外 診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号メゾンインペリアル菅本１階(医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774191-06888 小川内科 〒532-0002 06-6392-1567小川　彦一郎 小川　彦一郎 平11. 4.14内   小   診療所
     大阪市淀川区東三国五丁目３番１常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (医       1) 平29. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774291-06896 医療法人健人会　那須〒532-0011 06-6308-3908医療法人健人会　理事那須　健治 平11. 7. 1内   外   婦  診療所
     クリニック 大阪市淀川区西中島四丁目４番２常　勤:    5長　弘田　俊行 新規 放   消   循  現存
     １号サンノビル２階３階４階 (医       5) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774391-06946 医療法人　天翔会　天〒532-0023 06-6301-3266医療法人　天翔会　理天羽　裕二 平12. 1. 1精   診療所
     羽医院 大阪市淀川区十三東二丁目６番１常　勤:    1事長　天羽　裕二 組織変更 現存
     ８号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774491-06961 加寿苑診療所 〒532-0031 06-6305-0711社会福祉法人　加島友大城　健造 平12. 4. 1内   精   診療所
     大阪市淀川区加島一丁目３４番８常　勤:    1愛会　理事長　平田　 新規 現存
     号 (医       1)純博 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774591-06995 十三医誠会クリニック〒532-0025 06-4805-8511医療法人　医誠会　理荒木　良太 平12. 6. 1内   診療所
     大阪市淀川区新北野一丁目２番１常　勤:    1事長　谷　幸治 新規 現存
     ３号明治安田生命十三ビル　７階(医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 774691-07027 医療法人　晶瑛会　鈴〒532-0003 06-6396-7555医療法人　晶瑛会　理鈴木　照子 平12. 7. 1小   神内 精  診療所
     木小児クリニック 大阪市淀川区宮原四丁目４番２号常　勤:    1事長　鈴木　照子 組織変更 現存
     新大阪グランドハイツ１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774791-07068 医療法人　眼科いしく〒532-0023 06-6886-6681医療法人　眼科いしく石藏　久美 平12.10. 1眼   心内 診療所
     らクリニック 大阪市淀川区十三東二丁目６番４常　勤:    1らクリニック　理事長 移転 現存
     ３号 (医       1)　石藏　久美 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774891-07084 医療法人謙祐会　奥田〒532-0033 06-6392-0644医療法人謙祐会　理事奥田　謙一郎 平13. 1. 1内   消   小  診療所
     医院 大阪市淀川区新高五丁目４番２８常　勤:    1長　奥田　謙一郎 組織変更 放   現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 774991-07118 江崎耳鼻咽喉科 〒532-0003 06-6393-8105江﨑　光彦 江﨑　光彦 平13. 1. 1耳い 診療所
     大阪市淀川区宮原二丁目３番１４常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775091-07126 おおつきクリニック 〒532-0005 06-6150-1880大槻　博司 大槻　博司 平13. 2. 1内   消   診療所
     大阪市淀川区三国本町二丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     番３０号市岡ビル４Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775191-07142 社会医療法人　仙養会〒532-0011 06-6302-8436社会医療法人　仙養会高階　經和 平13. 4. 1循   内   診療所
     　高階国際クリニック大阪市淀川区西中島四丁目７番２常　勤:    1　理事長　木野　昌也 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775291-07209 本多眼科医院 〒532-0006 06-6395-2800本多　一成 本多　一成 平13. 9. 1眼   診療所
     大阪市淀川区西三国二丁目３番２常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775391-07217 東淀川病院 〒532-0005 06-6394-0551宮　浩久 宮　浩久 平13. 9. 1一般        39病院
     大阪市淀川区三国本町三丁目１８常　勤:    4 継承 療養        53現存
     番３号 (医       4) 平25. 9. 1内   外   整外
     非常勤:   26 循   呼   消  
     (医      26) 皮   ひ   精  
     神   放   小  
     リハ アレ 麻  
     こう 胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775491-07233 さいとう耳鼻咽喉科 〒532-0033 06-6393-8741齋藤　充 齋藤　充 平13.11. 1耳い アレ 診療所
     大阪市淀川区新高六丁目７番１４常　勤:    1 新規 現存
     号　４階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 775591-07241 医療法人大成会　しん〒532-0011 06-6101-0058医療法人大成会　理事加来　淑恵 平13.12. 1外   形外 皮  診療所
     おおさかクリニック 大阪市淀川区西中島五丁目１３番常　勤:    1長　加来　淑恵 組織変更 現存
     １７号ＯＨＳＡＣＨＩ新大阪ビル(医       1) 平25.12. 1
     ５階 非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775691-07258 医療法人　慈美会　わ〒532-0006 06-6397-8733医療法人　慈美会　理和田　安弘 平14. 1. 1耳い 気食 診療所
     だ耳鼻咽喉科 大阪市淀川区西三国二丁目２番２常　勤:    1事長　和田　安弘 組織変更 現存
     ７号三木ビル１階、２階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775791-07266 医療法人　須藤クリニ〒532-0002 06-6399-2605医療法人　須藤クリニ須藤　洋昌 平14. 1. 1内   消   診療所
     ック 大阪市淀川区東三国一丁目２０番常　勤:    1ック　理事長　須藤　 組織変更 内科、消化器内現存
     １１号 (医       1)洋昌 平26. 1. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775891-07274 吉村内科クリニック 〒532-0002 06-6396-0388吉村　憲治 吉村　憲治 平14. 2. 1内   消   診療所
     大阪市淀川区東三国二丁目３８番常　勤:    1 新規 現存
     ３号トーヨーハイロンビル１階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 775991-07282 阪東医院 〒532-0024 06-6300-0101阪東　昭政 阪東　昭政 平14. 4. 1内   消   リハ診療所
     大阪市淀川区十三本町二丁目１５常　勤:    1 組織変更 放   現存
     番１号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776091-07316 医療法人　森　矢野ク〒532-0031 06-6309-4371医療法人　森　矢野ク矢野　隆子 平14. 9. 1内   外   小  診療所
     リニック 大阪市淀川区加島三丁目中２番１常　勤:    2リニック　理事長　矢 移転 現存
     ７号１階 (医       2)野　隆子 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776191-07381 上野眼科クリニック 〒532-0005 06-6396-0087上野　珠代 上野　珠代 平15. 4. 1眼   診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    1 新規 現存
     番３５号３０３号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776291-07399 平成新高苑診療所 〒532-0033 06-6397-0710社会福祉法人平成福祉大槻　博司 平15. 4. 1内   診療所
     大阪市淀川区新高四丁目１５番２常　勤:    1会　理事長　香山　博 新規 現存
     ５号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776391-07407 おばやしクリニック 〒532-0005 06-6399-2201緒林　誠 緒林　誠 平15. 5. 1内   小   消  診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    1 新規 循   呼   現存
     番３５号　３０５号ヴュール阪急(医       1) 平27. 5. 1
     三国　３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 776491-07415 小林皮フ科クリニック〒532-0005 06-6394-3200小林　照明 小林　照明 平15. 5. 1皮   アレ 形外診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    1 新規 現存
     番３５号ヴュール阪急三国　３階(医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776591-07423 外科豊田医院 〒532-0023 06-6301-3622豊田　紘生 豊田　紘生 平15. 5.12外   整外 胃  診療所
     大阪市淀川区十三東三丁目１４番常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (医       1) 平27. 5.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776691-07449 古妻クリニック 〒532-0011 06-6885-5400古妻　嘉一 古妻　嘉一 平15.11. 1外   内   診療所
     大阪市淀川区西中島五丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号住友生命新大阪ビル１階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776791-07456 モト心療内科クリニッ〒532-0006 06-6393-8341本　義彰 本　義彰 平15.11. 1心内 神内 神  診療所
     ク 大阪市淀川区西三国四丁目８番１常　勤:    1 新規 精   現存
     ９号三国ビル４階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776891-07464 安藝産婦人科クリニッ〒532-0005 06-6393-2002安藝　忠篤 安藝　忠篤 平16. 2. 1産婦 診療所
     ク 大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    1 新規 現存
     番３５号３０６ヴュール阪急三国(医       1) 平28. 2. 1
     ３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 776991-07472 うらいさみ整形外科 〒532-0005 06-6393-0300浦勇　武志 浦勇　武志 平16. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    1 新規 現存
     番３５号ヴュール阪急三国３階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777091-07480 鍋島クリニック 〒532-0023 06-6301-3288鍋島　健治 鍋島　健治 平16. 2. 8内   循   呼  診療所
     大阪市淀川区十三東三丁目２７番常　勤:    1 継承 消   アレ リハ現存
     ２４号 (医       1) 平28. 2. 8皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777191-07498 ふるた耳鼻咽喉科 〒532-0005 06-6150-3387古田　浩 古田　浩 平16. 5. 1耳い 診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    1 新規 現存
     番３５号ヴュール阪急三国４０５(医       1) 平28. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777291-07506 医療法人　遊心会　に〒532-0011 06-6301-0344医療法人　遊心会　理戸島　覚 平16. 4. 1精   診療所
     じクリニック 大阪市淀川区西中島六丁目１１番常　勤:    4事長　田中　一 移転 現存
     ３１号レーベネックス２階・３階(医       3) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 777391-07522 医療法人医済会　やん〒532-0002 06-6150-4114医療法人医済会　理事梁　裕昭 平17. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科医院 大阪市淀川区東三国二丁目３１番常　勤:    1長　梁　裕昭 組織変更 現存
     １７号サンビラ東三国１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777491-07563 清水こどもクリニック〒532-0005 06-6396-8585清水　一男 清水　一男 平17. 5. 1小   アレ 診療所
     大阪市淀川区三国本町二丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     番３０号本町市岡ビル３階３０１(医       1) 平29. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777591-07589 佐井眼科 〒532-0003 06-6393-8788佐井　豊幸 佐井　豊幸 平17. 6. 1眼   診療所
     大阪市淀川区宮原五丁目２番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777691-07597 医療法人　耳鼻咽喉科〒532-0024 06-6301-6783医療法人　耳鼻咽喉科田中　耕一 平17. 5. 1耳い 診療所
     田中医院 大阪市淀川区十三本町二丁目４番常　勤:    2田中医院　理事長　田 移転 現存
     ２８号 (医       2)中　耕一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777791-07613 医療法人　愛隼会　か〒532-0031 06-6309-5141医療法人　愛隼会　理杉田　隆博 平17. 7. 1内   小   整外診療所
     しま診療所 大阪市淀川区加島一丁目５９番１常　勤:    2事長　上地　正雄 組織変更 精   現存
     １号 (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777891-07654 ならはら医院 〒532-0011 06-6301-2909平泉　渉 平泉　渉 平17.11. 1内   診療所
     大阪市淀川区西中島一丁目１５番常　勤:    1 継承 現存
     １０号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 777991-07662 大阪回生病院 〒532-0003 06-6393-6234株式会社　互恵会　代佐藤　文平 平17.12. 1一般       300病院
     (91-67662 ) 大阪市淀川区宮原一丁目６番１０常　勤:   62表取締役　佐藤　文平 移転 内   精   神内現存
     号 (医      59) 平29.12. 1呼内 消   循  
     (歯       3) 外   整外 形外
     非常勤:   15 眼   脳外 皮  
     (医      15) ひ   婦   放  
     耳い リハ 麻  
     歯外 リウ 病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778091-07670 一般財団法人淀川勤労〒532-0031 06-6300-5517一般財団法人淀川勤労長　哲太郎 平18. 4. 1内   小   診療所
     者厚生協会　附属ファ大阪市淀川区加島四丁目２番１７常　勤:    1者厚生協会　理事長　 新規 現存
     ミリークリニックなご号 (医       1)澤田　佳宏 平30. 4. 1
     み 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 778191-07688 さかがみ耳鼻咽喉科 〒532-0002 06-6394-4133阪上　詩乃 阪上　詩乃 平18. 4. 1耳い アレ 診療所
     大阪市淀川区東三国五丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778291-07696 医療法人紘祥会　日置〒532-0033 06-6392-1717医療法人紘祥会　理事日置　正人 平18. 3.23内   小   皮  診療所
     クリニック 大阪市淀川区新高三丁目１０番１常　勤:    1長　日置　正人 移転 現存
     ４号 (医       1) 平30. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778391-07704 宮崎整形外科 〒532-0028 06-6309-6725宮﨑　明久 宮﨑　明久 平18. 7. 1整外 リハ 診療所
     大阪市淀川区十三元今里三丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番４号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778491-07712 医療法人　医伸会　高〒532-0004 06-6392-7876医療法人　医伸会　理髙岡　伸二 平18. 7. 1内   胃   循  診療所
     岡クリニック 大阪市淀川区西宮原三丁目３番３常　勤:    1事長　髙岡　伸二 組織変更 リハ 現存
     号ファミールハイツ北大阪３号棟(医       1) 平24. 7. 1
     １０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778591-07720 医療法人拓海会　大阪〒532-0004 06-6350-0118医療法人拓海会　理事白山　宏人 平18. 7. 1内   呼   診療所
     北ホームケアクリニッ大阪市淀川区西宮原一丁目８番２常　勤:    4長　藤田　拓司 移転 現存
     ク ４号新大阪第３ドイビル３階 (医       4) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778691-07738 こおりたクリニック 〒532-0002 06-6394-0055郡田　大造 郡田　大造 平18. 8. 1産婦 内   診療所
     大阪市淀川区東三国五丁目１５番常　勤:    1 継承 現存
     ２７号 (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778791-07746 にしさか腎・泌尿器科〒532-0006 06-6397-7100 阪　誠泰 阪　誠泰 平18.11. 1ひ   内   診療所
     クリニック 大阪市淀川区西三国三丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     １号リザルト三国 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778891-07753 医療法人　すみれ会　〒532-0011 06-6307-1224医療法人　すみれ会　 井　哲也 平19. 1. 1内   リハ 診療所
     今井クリニック 大阪市淀川区西中島七丁目１番８常　勤:    1理事長　今井　哲也 組織変更 現存
     号ウインビル２階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 778991-07761 医療法人　やすだ整形〒532-0032 06-6306-1969医療法人やすだ整形外安田　忠勲 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     外科 大阪市淀川区三津屋北一丁目３３常　勤:    1科　理事長　安田　忠 組織変更 現存
     番１５号コーポ神崎川１０１号 (医       1)勲 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 779091-07779 貴生病院 〒532-0006 06-6392-0007中野　貴子 中野　貴子 平18.12.16一般        60病院
     大阪市淀川区西三国一丁目１８番常　勤:    9 継承 療養        55現存
     ４号 (医       9) 平24.12.16内   消   呼内
     非常勤:   34 循   透析 外  
     (医      34) こう 整外 リハ
     小   皮   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779191-07811 医療法人康木会　木戸〒532-0002 06-6397-7005医療法人康木会　理事木戸　潔 平19. 7. 1内   胃   循  診療所
     クリニック 大阪市淀川区東三国三丁目１０－常　勤:    1長　木戸　潔 組織変更 外   小   放  現存
     ３プライムハイツ新大阪２０５ (医       1) 平25. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779291-07845 髙橋内科醫院 〒532-0023 080-53671052髙 　章 髙 　章 平19.10. 1内   循   呼  診療所
     大阪市淀川区十三東三丁目２７番常　勤:    1 新規 胃   神内 心内現存
     ５号片岡ビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779391-07852 レディースクリニック〒532-0011 06-6100-2525 上　佳明 上　佳明 平19.11. 1婦   診療所
     かたかみ 大阪市淀川区西中島一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２３号ユニティ北川口１階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779491-07894 新大阪胃腸クリニック〒532-0004 06-6392-6868金　柄老 金　柄老 平20. 4. 1胃   内   こう診療所
     大阪市淀川区西宮原二丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号三相ビル１階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779591-07910 こおりたひろ整形形成〒532-0004 06-6151-0055郡田　大宇 郡田　大宇 平20. 4. 1整外 リハ 形外診療所
     外科クリニック 大阪市淀川区西宮原一丁目８番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号新大阪第３ドイビル１階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779691-07944 高田医院　整形外科・〒532-0023 06-6185-7007髙田　敬藏 髙田　敬藏 平20. 9. 1整外 内   リハ診療所
     内科 大阪市淀川区十三東二丁目９番１常　勤:    1 新規 外   リウ 現存
     ３号 (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779791-07951 かわさき内科 〒532-0023 06-6309-6011川﨑　浩一 川﨑　浩一 平20.10. 1内   診療所
     大阪市淀川区十三東二丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号，２階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 779891-07969 医療法人協和会　聖徒〒532-0003 06-6395-3051医療法人協和会　理事岩橋　篤生 平20.11. 1内   診療所
     クリニック 大阪市淀川区宮原五丁目７番２３常　勤:    1長　北川　透 新規 現存
     号 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 779991-07977 上野クリニック 〒532-0003 06-6152-8134上野　泰史 上野　泰史 平20.12. 1精   心内 診療所
     大阪市淀川区宮原一丁目６番１号常　勤:    1 新規 現存
     新大阪ブリックビル２階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780091-07985 井口クリニック 〒532-0003 06-6396-6111井口　幸三 井口　幸三 平20.12. 1内   診療所
     大阪市淀川区宮原二丁目７番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780191-08009 秀壮会クリニック 〒532-0026 06-6302-1138医療法人秀壮会　理事熊野　宏二 平21. 2. 1一般 診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目１９番１常　勤:    3長　熊野　久美子 移転     一般    19現存
     ２号 (医       3) 平27. 2. 1内   消   循  
     非常勤:   14 外   整外 リハ
     (医      14) 神内 
     内科、消化器内
     科、循環器内科
     、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780291-08017 医療法人　和田内科 〒532-0026 06-6301-6007医療法人和田内科　理和田　雅巳 平21. 2. 1内   消   循  診療所
     大阪市淀川区塚本四丁目３番３号常　勤:    2事長　和田　雅巳 移転 呼内 小   現存
     (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780391-08041 医療法人晃有会　ササ〒532-0023 06-4805-1357医療法人晃有会　理事大東　淳子 平21. 4. 1皮   形外 診療所
     セ皮フ科第２診療所 大阪市淀川区十三東二丁目７番１常　勤:    2長　笹瀬　晃弘 移転 現存
     ７号エルディ十三№１６　３階 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780491-08082 馬場内科クリニック 〒532-0011 06-6195-3730馬場　泰人 馬場　泰人 平22. 5. 1内   診療所
     大阪市淀川区西中島一丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ８号Ｎ’ｓＦｉｒｓｔＩ２Ｍ－１(医       1) 平28. 5. 1
     ０２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780591-08090 ＰＨメンタルクリニッ〒532-0011 06-6309-4870姫井　昭男 姫井　昭男 平22. 5. 1精   心内 診療所
     ク 大阪市淀川区西中島四丁目５番２常　勤:    1 新規 現存
     ５号ＰＨＬメディカルビル１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780691-08108 医療法人　共和会　共〒532-0033 06-6392-5991医療法人　共和会　理上田　晋也 平22. 7. 1一般        19診療所
     立外科内科 大阪市淀川区新高一丁目１１番６常　勤:    2事長　上田　晋也 組織変更 外   内   整外現存
     号 (医       2) 平28. 7. 1ひ   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780791-08157 井本回陽堂皮膚科形成〒532-0024 06-6301-4547井本　敏弘 井本　敏弘 平23. 5. 1皮   形外 診療所
     外科医院 大阪市淀川区十三本町二丁目１４常　勤:    1 移転 現存
     －５ (医       1) 平29. 5. 1
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 780891-08165 星医院 〒532-0028 06-6309-6555星　穣 星　穣 平23. 9. 1内   呼   診療所
     大阪市淀川区十三元今里２－１３常　勤:    1 新規 現存
     －１６ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 780991-08173 医療法人　あおばクリ〒532-0031 06-6886-2100医療法人あおばクリニ田村　耕士 平24. 1. 1内   循   診療所
     ニック 大阪市淀川区加島３丁目中２番１常　勤:    1ック　理事長　田村　 組織変更 現存
     ６号淀川クオリティＫＳビル２階(医       1)耕士 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781091-08181 医療法人　門田診療所〒532-0003 06-6394-2166医療法人門田診療所　門田　洋一 平24. 3. 1内   外   消  診療所
     大阪市淀川区宮原５丁目１番２８常　勤:    1理事長　門田　洋一 移転 現存
     号新大阪八千代ビル別館１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781191-08199 飯田クリニック 〒532-0023 06-6195-8848飯田　紀彦 飯田　紀彦 平24. 5. 1精   心内 診療所
     大阪市淀川区十三東２丁目７番８常　勤:    1 新規 現存
     号十三東駅前ビルＮｏ５　２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781291-08231 医療法人　西出医院 〒532-0002 06-6392-1441医療法人西出医院　理伏見　知浩 平24. 8.17外   内   整外診療所
     大阪市淀川区東三国六丁目１０番常　勤:    2事長　伏見　知浩 移転 放   小   リハ現存
     １号 (医       2) 平24. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781391-08256 医療法人　遊心会　咲〒532-0011 06-6301-0377医療法人　遊心会　理田中　一 平25. 1. 1精   内   診療所
     く花診療所 大阪市淀川区西中島六丁目７番２常　勤:    1事長　田中　一 新規 現存
     ０号ＫＲｏｏｍ新大阪１番館１階(医       1) 平25. 1. 1
     ・２階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781491-08264 しもがき泌尿器科クリ〒532-0026 06-6304-5454医療法人しもがき泌尿下垣　博義 平25. 1. 1ひ   診療所
     ニック 大阪市淀川区塚本２丁目２４番２常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 現存
     ０号ＴＯ．コート塚本１Ｆ (医       1)長　下垣　博義 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781591-08298 いしい皮膚科クリニッ〒532-0011 06-4862-4112石井　正光 石井　正光 平25. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 大阪市淀川区西中島６丁目７－３常　勤:    1 新規 現存
     ０スピラ２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781691-08306 久保クリニック 〒532-0012 06-6195-1888久保　裕司 久保　裕司 平25. 5. 1内   循   外  診療所
     大阪市淀川区木川東１－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781791-08322 医療法人社団　進英会〒532-0003 06-6391-0080医療法人社団　進英会蓮尾　直輝 平25.11. 1内   外   消  診療所
     　大阪内視鏡クリニッ大阪市淀川区宮原１丁目１番１号常　勤:    3　理事長　工藤　豊樹 新規 こう 現存
     ク 新大阪阪急ビル７階 (医       3) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 781891-08330 金崎医院 〒532-0024 06-6301-3989金﨑　幹彦 金﨑　幹彦 平25.12. 1内   小   耳い診療所
     大阪市淀川区十三本町２－８－２常　勤:    2 継承 循   現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781991-08348 医療法人　さくら会　〒532-0023 06-6309-3008医療法人　さくら会　岩本　勇作 平26. 1. 1ひ   内   診療所
     十三泌尿器科 大阪市淀川区十三東二丁目７番１常　勤:    1理事長　岩本　勇作 組織変更 現存
     ７号十三駅前東クリニックビル４(医       1) 平26. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782091-08355 医療法人　立栄会　た〒532-0005 06-6392-7177医療法人　立栄会　理立脇　禎二 平26. 1. 1内   循   診療所
     てわき内科・循環器内大阪市淀川区三国本町２丁目１３常　勤:    1事長　立脇　禎二 組織変更 現存
     科クリニック －２マックスバリュ淀川三国店２(医       1) 平26. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782191-08363 亀田医院 〒532-0002 06-6391-2344亀田　孝夫 亀田　孝夫 平26. 4. 1内   循   診療所
     大阪市淀川区東三国１丁目２番２常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782291-08389 小竹医院 〒532-0023 06-6131-8522今岡　弘之 今岡　弘之 平26. 4. 8内   小   神内診療所
     大阪市淀川区十三東３丁目２６番常　勤:    1 継承 現存
     １５号 (医       1) 平26. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782391-08397 医療法人健昌会　第二〒532-0024 06-6303-0850医療法人健昌会　理事井上　信之 平26. 4.27内   消   放  診療所
     診療所 大阪市淀川区十三本町１－１－９常　勤:    2長　近藤　澄夫 移転 内科、消化器内現存
     (医       2) 平26. 4.27科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782491-08405 さかがみ眼科 〒532-0002 06-6335-4136阪上　祐志 阪上　祐志 平26. 9. 1眼   診療所
     大阪市淀川区東三国５－１－３－常　勤:    1 新規 現存
     ３０１ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782591-08413 大阪市立十三市民病院〒532-0034 06-6150-8000地方独立行政法人大阪大川　清孝 平26.10. 1一般       224病院
     大阪市淀川区野中北２丁目１２番常　勤:   44市民病院機構　理事長 組織変更 結核        39現存
     ２７号 (医      44)　瀧藤　伸英 平26.10. 1内   循   消  
     非常勤:   25 呼内 小   外  
     (医      25) 整外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     内科、糖尿病内
     科、循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 782691-08421 ファミリークリニック〒532-0006 06-6150-2051一般財団法人淀川勤労花房　徹郎 平26.12. 1内   小   診療所
     あい 大阪市淀川区西三国１丁目３番２常　勤:    1者厚生協会　理事長　 新規 現存
     ９号ファルマプランビル２階 (医       1)澤田　佳宏 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782791-08439 医療法人　いくい皮フ〒532-0002 06-6396-1914医療法人いくい皮フ科幾井　宣行 平27. 1. 1皮   診療所
     科 大阪市淀川区東三国四丁目２番２常　勤:    1　理事長　幾井　宣行 組織変更 現存
     ２サニーサイド２４０　１０１号(医       1) 平27. 1. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782891-08447 医療法人弘正会　ふく〒532-0003 06-6398-0203医療法人弘正会　理事福田　正博 平27. 1. 1内   診療所
     だ内科クリニック 大阪市淀川区宮原一丁目６番１号常　勤:    1長　福田　正博 組織変更 現存
     新大阪ブリックビル２階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 782991-08454 いわた内科・耳鼻咽喉〒532-0032 06-6390-3377岩田　裕介 岩田　裕介 平27. 2. 1内   耳い 小  診療所
     科クリニック 大阪市淀川区三津屋北１丁目３６常　勤:    2 新規 アレ 現存
     番６号神崎川クリニックモール２(医       2) 平27. 2. 1
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783091-08470 淀川こころのクリニッ〒532-0023 06-6100-1556木村　宏明 木村　宏明 平27. 5. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市淀川区十三東２丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号十三駅前医療ビル５階　５０(医       1) 平27. 5. 1
     ２ 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783191-08488 アン皮膚科クリニック〒532-0023 06-6838-4767廣本　敦子 廣本　敦子 平27. 5. 1皮   外   診療所
     大阪市淀川区十三東２丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     ０十三駅前医療ビル　４０２ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783291-08496 木村レディースクリニ〒532-0032 06-6304-0077木村　和由 木村　和由 平27. 5. 1婦   産   診療所
     ック 大阪市淀川区三津屋北１丁目３６常　勤:    1 新規 現存
     番６号神崎川クリニックモール２(医       1) 平27. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783391-08520 医療法人新医会　山崎〒532-0006 06-6392-1650医療法人新医会　理事山崎　知機 平27. 5.13内   放   リハ診療所
     クリニック 大阪市淀川区西三国１丁目２１番常　勤:    1長　山崎　知機 移転 耳い 現存
     ３６号カトレアハイツ１階１号室(医       1) 平27. 5.13
     非常勤:    1
     (医       1)
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 783491-08546 医療法人健生会　たつ〒532-0012 06-4400-2360医療法人健生会　理事竜江　哲培 平27. 7. 1整外 リハ 内  診療所
     えクリニック　整形外大阪市淀川区木川東２丁目２番２常　勤:    1長　竜江　哲培 組織変更 現存
     科・リハビリテーショ号シャインビュー新大阪１階 (医       1) 平27. 7. 1
     ン科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783591-08553 医療法人志紀会　希咲〒532-0023 06-6476-7233医療法人志紀会　理事山分　ネルソン祥興 平27. 7. 1婦   外   産  診療所
     クリニック 大阪市淀川区十三東２丁目７番８常　勤:    1長　山分　ネルソン祥 組織変更 現存
     号十三東駅前ビル３階 (医       1)興 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783691-08561 よどがわ内科クリニッ〒532-0023 06-6300-7145医療法人社団適塾会　岸野　文一郎 平27. 9. 1内   消   循  診療所
     ク 大阪市淀川区十三東２丁目９番１常　勤:    3理事長　梅村　聡 新規 外   こう 現存
     ０号十三駅前医療ビル２階 (医       3) 平27. 9. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783791-08579 医療法人　仁結会　山〒532-0011 06-6379-3038医療法人　仁結会　山山下　弘道 平27.11. 1内   外   整外診療所
     下医院 大阪市淀川区西中島７丁目５番２常　勤:    1下医院　理事長　山下 新規 現存
     ５号新大阪ドイビル１階 (医       1)　弘道 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783891-08595 医療法人晋晃会　ちは〒532-0024 06-6195-6886医療法人晋晃会　理事金森　千春 平28. 1. 1産婦 診療所
     るクリニック 大阪市淀川区十三本町二丁目１番常　勤:    1長　金森　千春 組織変更 現存
     ２６号十三ＮＬＣビル５階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 783991-08603 関西ヘルスケアクリニ〒532-0031 06-6195-7781山本　秀和 山本　秀和 平28. 6. 1内   皮   形外診療所
     ック 大阪市淀川区加島３丁目９番２６常　勤:    1 新規 美外 現存
     号　２階 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784091-08611 たかみクリニック 〒532-0011 06-6838-4114丸井　晃 丸井　晃 平28. 5. 1内   診療所
     大阪市淀川区西中島五丁目６の３常　勤:    1 継承 現存
     チサン第二新大阪８０６号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784191-08629 へいせい診療所 〒532-0006 06-6394-3921赤神　宏尚 赤神　宏尚 平28. 7. 1内   循   診療所
     大阪市淀川区西三国２丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 784291-08645 西村内科・神経内科ク〒532-0031 06-6307-4114西村　裕之 西村　裕之 平28. 9. 1内   神内 診療所
     リニック 大阪市淀川区加島３丁目中８番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784391-08652 かたおか整形外科脳神〒532-0004 06-6394-5570片岡　豊 片岡　豊 平28. 9. 1整外 脳外 リハ診療所
     経リハビリクリニック大阪市淀川区西宮原３丁目３番９常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ８号宮原クリニックモール２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784491-08660 ひさこ内科クリニック〒532-0004 06-6397-6677橋本　寿子 橋本　寿子 平28. 9. 1内   消   診療所
     大阪市淀川区西宮原３丁目３－９常　勤:    1 新規 現存
     ８宮原クリニックモール１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784591-08678 もりたこどもクリニッ〒532-0004 06-6395-2525森田　直子 森田　直子 平28. 9. 1小   アレ 診療所
     ク 大阪市淀川区西宮原３丁目３番９常　勤:    1 新規 現存
     ８号宮原クリニックモール３０１(医       1) 平28. 9. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784691-08686 医療法人　きど内科・〒532-0023 06-6195-7037医療法人きど内科・小木戸　正訓 平28. 9. 1内   小   診療所
     小児科クリニック 大阪市淀川区十三東四丁目３番４常　勤:    1児科クリニック　理事 組織変更 現存
     １号原田ビル１０１ (医       1)長　木戸　正訓 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784791-08694 医療法人思温会　思温〒532-0011 06-4805-2810医療法人思温会　理事尾山　治 平28.12. 1内   診療所
     第二クリニック 大阪市淀川区西中島七丁目１番２常　勤:    5長　名畑　孝 移転 現存
     ０号第一スエヒロビル４階 (医       5) 平28.12. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784891-08702 医療法人桂寿会　桂寿〒532-0031 06-6309-3581医療法人桂寿会　理事小石　恭之 平29. 1. 1内   消   整外診療所
     クリニック 大阪市淀川区加島二丁目４番８号常　勤:    2長　小石　恭之 組織変更 放   耳い リハ現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 784991-08710 医療法人　はるなクリ〒532-0006 06-4807-5130医療法人はるなクリニ春名　優樹 平29. 3. 1麻   内   小  診療所
     ニック 大阪市淀川区西三国一丁目３番１常　勤:    2ック　理事長　春名　 組織変更 リハ アレ 和漢現存
     ３号ウイング青山２０２号 (医       2)優樹 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785091-08728 医療法人愛葉会　しま〒532-0032 06-6307-2311医療法人愛葉会　理事島　一郎 平29. 3. 1眼   診療所
     眼科クリニック 大阪市淀川区三津屋北一丁目３６常　勤:    1長　島　一郎 組織変更 現存
     番６号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785191-08736 医療法人恭青会　いく〒532-0023 06-6309-4930医療法人恭青会　理事生野　恭司 平29. 3. 1眼   診療所
     の眼科 大阪市淀川区十三東二丁目９番１常　勤:    1長　生野　恭司 組織変更 現存
     ０号十三駅前医療ビル３階 (医       1) 平29. 3. 1
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 785291-08744 いまい医院 〒532-0026 06-6301-1668今井　環 今井　環 平29. 4. 1内   呼内 胃  診療所
     大阪市淀川区塚本一丁目７番１４常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785391-08751 よどがわクリニック 〒532-0024 06-6886-1339山本　繁樹 山本　繁樹 平29. 5. 1内   精   心内診療所
     大阪市淀川区十三本町三丁目６番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ３号レック淀川１０５号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785491-08769 新大阪クリニックさと〒532-0011 06-6476-7676佐藤　宜正 佐藤　宜正 平29. 8. 1内   診療所
     う 大阪市淀川区西中島５丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号新大阪大日ビル３階３０２号(医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785591-08777 医療法人　吉田医院 〒532-0002 06-6398-3905医療法人吉田医院　理吉田　年宏 平29. 7. 1内   外   放  診療所
     大阪市淀川区東三国六丁目１８番常　勤:    1事長　吉田　年宏 組織変更 現存
     ２７号セントラルパーク東三国１(医       1) 平29. 7. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785691-08785 医療法人　斉藤女性ク〒532-0003 06-6151-5582医療法人斉藤女性クリ斉藤　淳子 平29. 9. 1婦   産   診療所
     リニック 大阪市淀川区宮原１丁目６番１号常　勤:    1ニック　理事長　齊藤 組織変更 現存
     新大阪ブリックビル２階 (医       1)　淳子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785791-08793 ながしま脳神経外科リ〒532-0033 06-6210-6175永島　宗紀 永島　宗紀 平29.12. 1脳外 リハ 診療所
     ハビリクリニック 大阪市淀川区新高２丁目３－２新常　勤:    1 新規 現存
     高クリニックセンタービル１階、(医       1) 平29.12. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785891-08801 のぞみホームクリニッ〒532-0011 06-6147-2908西平　守和 西平　守和 平30. 1. 1内   精   診療所
     ク新大阪 大阪市淀川区西中島６－２－３チ常　勤:    1 新規 現存
     サンマンション第７新大阪　１１(医       1) 平30. 1. 1
     ２５号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 785991-08819 まさもと耳鼻咽喉科ア〒532-0003 06-6395-3387正本　建夫 正本　建夫 平30. 2. 1耳い アレ 診療所
     レルギー科 大阪市淀川区宮原４丁目３番１２常　勤:    1 新規 現存
     号新大阪明幸ビル１０３ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786091-08827 医療法人恵真会　なか〒532-0032 06-6309-3265医療法人恵真会　理事中西　康詞 平30. 3. 1小   診療所
     にしキッズクリニック大阪市淀川区三津屋北一丁目１６常　勤:    1長　中西　康詞 組織変更 現存
     番５号アドモアコート神崎川１階(医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786191-08835 医療法人なごみ会　恵〒532-0003 06-6393-8111医療法人なごみ会　理中村　恵理子 平30. 3. 1内   消   診療所
     理子内視鏡クリニック大阪市淀川区宮原一丁目６番１号常　勤:    1事長　中村　恵理子 組織変更 現存
     新大阪ブリックビル２階 (医       1) 平30. 3. 1
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 786291-08843 医療法人心愛会　しん〒532-0036 06-6309-1077医療法人心愛会　理事樋口　千晴 平30. 5. 1内   精   診療所
     あいクリニック 大阪市淀川区三津屋中二丁目１１常　勤:    1長　塩月　章平 新規 現存
     番１号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786391-08850 のぞみハートクリニッ〒532-0003 06-6397-8010医療法人社団ゆみの　岡田　健一郎 平30. 5.16内   循   診療所
     ク 大阪市淀川区宮原３－５－３６新常　勤:    1理事長　弓野　大 新規 現存
     大阪トラストタワー１Ｆ (医       1) 平30. 5.16
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786491-08876 医療法人広誠会　広実〒532-0012 06-6302-3831医療法人広誠会　理事 實　伸郎 平30. 5. 1外   内   循  診療所
     医院 大阪市淀川区木川東３丁目３番３常　勤:    1長　 實　伸郎 移転 呼内 こう 整外現存
     ２号サンスクエア新大阪２階 (医       1) 平30. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786591-08884 医療法人　きぬがわ内〒532-0025 06-6889-5200医療法人きぬがわ内科衣川　徹 平30. 5. 1内   循   診療所
     科循環器内科 大阪市淀川区新北野３丁目１２番常　勤:    1循環器内科　理事長　 移転 現存
     ７号 (医       1)衣川　徹 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786692-02877 社会医療法人盛和会　〒538-0053 06-6939-6251社会医療法人盛和会　本田　学 昭45. 5. 1一般        70病院
     本田病院 大阪市鶴見区鶴見４－１－３０ 常　勤:    9理事長　本田　学 新規 療養        30現存
     (医       9) 平30. 5. 1内   消   循  
     非常勤:   27 外   整外 こう
     (医      27) 脳外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786792-02893 茨田大宮診療所 〒538-0031 06-6911-7722秋山　晴近 秋山　晴近 昭45. 8. 1内   小   診療所
     大阪市鶴見区茨田大宮４－２２－常　勤:    1 現存
     １４ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786892-03255 高田ミドリ診療所 〒538-0054 06-6934-0095高田　憲雄 高田　憲雄 昭52.12. 1内   循   診療所
     大阪市鶴見区緑一丁目１４番２－常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 786992-03263 医療法人仁和会　和田〒538-0052 06-6911-0003医療法人　仁和会　理和田　讓二 昭53. 1. 1一般        46病院
     病院 大阪市鶴見区横堤三丁目１０番１常　勤:    3事長　和田　譲二 移転 療養        20現存
     ８号 (医       3) 平29. 1. 1整外 外   内  
     非常勤:   25 神内 放   リハ
     (医      25) 循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787092-03347 糸原医院 〒538-0035 06-6912-0836糸原　俊行 糸原　俊行 昭56. 1. 1内   小   整外診療所
     大阪市鶴見区浜四丁目７番１８号常　勤:    2 形外 麻   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 787192-03438 三木医院 〒538-0032 06-6913-1120三木　佳代子 三木　佳代子 昭58.12. 1内   小   リハ診療所
     大阪市鶴見区安田四丁目８番２号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787292-03529 医療法人正和会　新協〒538-0043 06-6969-3500医療法人　正和会　理切目　勲 昭61. 4. 1一般        96病院
     和病院 大阪市鶴見区今津南一丁目５番８常　勤:   14事長　佐藤　利行 組織変更 療養        52現存
     号 (医      14) 平28. 4. 1内   胃   外  
     非常勤:   12 整外 リハ 
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787392-03644 生活協同組合ヘルスコ〒538-0042 06-6969-6333生活協同組合ヘルスコ藤原　耕 平元. 5. 1内   ひ   放  診療所
     ープおおさか　今津生大阪市鶴見区今津中三丁目７番９常　勤:    1ープおおさか　理事長 現存
     協診療所 号 (医       1)　水野　俊和 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787492-03669 医療法人　松田耳鼻咽〒538-0044 06-6962-6233医療法人松田耳鼻咽喉松田　泰明 昭59. 1. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市鶴見区放出東三丁目３１番常　勤:    1科　理事長　松田　泰 現存
     ３３号バンブービル１階 (医       1)明 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787592-03677 医療法人　大森整形外〒538-0042 06-6969-3355医療法人　大森整形外中川　享 昭57. 3. 1整外 内   リハ診療所
     科 大阪市鶴見区今津中三丁目６番２常　勤:    1科　理事長　中川　享 現存
     ７号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787692-03685 医療法人　川上医院 〒538-0034 06-6912-1024医療法人川上医院　理川上　剛 昭57.11. 1内   胃   診療所
     大阪市鶴見区徳庵一丁目１番６４常　勤:    2事長　川上　剛 現存
     号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787792-03693 医療法人　藤村耳鼻咽〒538-0053 06-6913-3387医療法人　藤村耳鼻咽藤村　成人 昭62.12. 1耳   診療所
     喉科 大阪市鶴見区鶴見三丁目１３番３常　勤:    1喉科　理事長　藤村　 現存
     ５－２００号グリーンビューつる(医       1)成人 平28. 7. 1
     み２階１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787892-03701 医療法人　三浦医院 〒538-0035 06-6911-3585医療法人三浦医院　理三浦　玄洋 昭41. 9. 1内   小   外  診療所
     大阪市鶴見区浜二丁目１番３７号常　勤:    1事長　三浦　玄洋 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 787992-03719 医療法人　杉岡内科医〒538-0042 06-6968-6632医療法人杉岡内科医院杉岡　武彦 昭56. 5. 6内   小   皮  診療所
     院 大阪市鶴見区今津中五丁目６番２常　勤:    2　理事長　杉岡　武彦 組織変更 現存
     ６号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 788092-03735 医療法人　安住医院 〒538-0052 06-6912-0377医療法人安住医院　理安住　治彦 平 2. 1. 1内   小   消  診療所
     大阪市鶴見区横堤一丁目１番５号常　勤:    2事長　安住　倬 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788192-03750 医療法人富士会　富士〒538-0043 06-6963-2331医療法人富士会　理事波多野　伊久男 平 2. 1. 1内   小   放  診療所
     診療所 大阪市鶴見区今津南二丁目５番３常　勤:    2長　波多野　伊久男 現存
     １号 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788292-03768 医療法人　宮浦眼科医〒538-0044 06-6961-3715医療法人宮浦眼科医院宮浦　康児 平 2. 1. 1眼   診療所
     院 大阪市鶴見区放出東三丁目３１番常　勤:    1　理事長　宮浦　康児 現存
     ２２号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788392-03859 医療法人　音在医院 〒538-0051 06-6911-3350医療法人音在医院　理音在　秀信 平 3. 7. 1耳い 診療所
     大阪市鶴見区諸口四丁目５番１７常　勤:    1事長　音在　秀信 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788492-03883 皮フ科尾本クリニック〒538-0053 06-6935-0312尾本　晴代 尾本　晴代 平 4. 1. 1皮   診療所
     大阪市鶴見区鶴見三丁目５番１２常　勤:    1 現存
     号尾本ビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788592-03891 生活協同組合ヘルスコ〒538-0052 06-6911-3195生活協同組合ヘルスコ玉城　浩巳 平 3.12. 1内   小   放  診療所
     ープおおさか　まった大阪市鶴見区横堤三丁目６番７号常　勤:    1ープおおさか　理事長 現存
     生協診療所 (医       1)　水野　俊和 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788692-03925 医療法人　米田産婦人〒538-0051 06-6913-1135医療法人米田産婦人科米田　嘉次 平 4. 7. 1一般        12診療所
     科 大阪市鶴見区諸口一丁目１３番１常　勤:    2　理事長　米田　嘉次 産   婦   麻  現存
     ６号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788792-03982 社会福祉法人　たらち〒538-0032 06-6915-1717社会福祉法人　たらち藤山　徹 平 5. 6. 1内   診療所
     ね事業会診療所 大阪市鶴見区安田二丁目１番２７常　勤:    1ね事業会　理事長　尾 現存
     号 (医       1) 　壽子 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 788892-04006 医療法人　かめおかク〒538-0051 06(6911)2585医療法人　かめおかク亀岡　明夫 平 6. 1. 1小   皮   診療所
     リニック 大阪市鶴見区諸口三丁目４番３８常　勤:    1リニック　理事長　亀 現存
     号 (医       1)岡　明夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 788992-04048 医療法人峻正会　長谷〒538-0051 06-6913-6686医療法人　峻正会　理長谷川　正 平 7. 7. 1内   循   小  診療所
     川医院 大阪市鶴見区諸口四丁目１５番１常　勤:    1事長　長谷川　正 組織変更 リハ 現存
     ５号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789092-04055 医療法人　高山医院 〒538-0035 06-6912-2829医療法人　高山医院　高山　進 平 7. 7. 1内   胃   小  診療所
     大阪市鶴見区浜三丁目３番１６号常　勤:    1理事長　高山　進 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789192-04097 医療法人松真会　松山〒538-0053 06-6930-7714医療法人　松真会　理松山　雅紀 平 8. 7. 1眼   診療所
     眼科医院 大阪市鶴見区鶴見三丁目５番１２常　勤:    1事長　松山　雅紀 組織変更 現存
     号尾本ビル４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789292-04121 医療法人　晃和会　北〒538-0044 06-6961-2817医療法人　晃和会　理北田　博一 平 9. 1. 1内   小   循  診療所
     田医院 大阪市鶴見区放出東二丁目４番１常　勤:    1事長　北田　博一 組織変更 神内 放   リハ現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1内科、循環器内
     非常勤:    2 科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789392-04139 医療法人　雲勢会　竹〒538-0043 06-6967-5871医療法人　雲勢会　理竹中　一彰 平 9. 1. 1小   内   アレ診療所
     中小児科 大阪市鶴見区今津南一丁目５番３常　勤:    1事長　竹中　一彰 組織変更 現存
     ７号鶴見グリーンレジデンス１階(医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789492-04154 日比野内科クリニック〒538-0053 06-6915-6311日比野　均 日比野　均 平10. 2. 1循   内   小  診療所
     大阪市鶴見区鶴見五丁目５番１６常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号メゾンシュールプラージュ１階(医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789592-04188 いまにし医院 〒538-0035 06-6914-6776今西　幸雄 今西　幸雄 平11.12. 1内   外   小  診療所
     大阪市鶴見区浜五丁目南１番１３常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号モンピエース１階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789692-04212 医療法人髙友会　髙木〒538-0053 06-6914-3776医療法人髙友会　理事髙木　宏己 平13. 1. 1内   外   こう診療所
     医院 大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２４常　勤:    1長　髙木　宏己 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789792-04253 リベルタヴィータクリ〒538-0043 06-6963-6360社会福祉法人　春栄会木村　裕充 平13. 5. 1内   外   診療所
     ニック 大阪市鶴見区今津南三丁目５番５常　勤:    1　理事長　下農　勝 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 789892-04261 医療法人育樹会　布谷〒538-0041 06-6964-1700医療法人育樹会　理事布谷　文雄 平13. 7. 1内   外   整外診療所
     クリニック 大阪市鶴見区今津北四丁目１４番常　勤:    1長　布谷　文雄 組織変更 リハ 現存
     ２号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 789992-04279 医療法人　三島クリニ〒538-0052 06-6913-3624医療法人　三島クリニ三島　宏之 平13. 7. 1外   皮   消  診療所
     ック 大阪市鶴見区横堤二丁目２３番７常　勤:    2ック　理事長　三島　 組織変更 アレ 現存
     号ＮＹＰビル５階 (医       2)宏之 平25. 7. 1外、消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790092-04311 医療法人　昌善会　良〒538-0044 06-6967-1588医療法人昌善会　理事良原　久雄 平14. 1. 1内   外   リハ診療所
     原診療所 大阪市鶴見区放出東二丁目２１番常　勤:    1長　良原　久雄 組織変更 消   循   呼  現存
     ２３号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790192-04337 ウェルシーライフ診療〒538-0051 06-6914-3331社会福祉法人宝寿福祉丸山　貴資 平14. 4. 1内   整外 診療所
     所 大阪市鶴見区諸口一丁目１４番４常　勤:    1会　理事長　丸山　貴 新規 現存
     ３号 (医       1)資 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790292-04352 医療法人　川嵜耳鼻咽〒538-0042 06-6969-3322医療法人　川嵜耳鼻咽川嵜　良明 平14. 7. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市鶴見区今津中五丁目７番４常　勤:    1喉科　理事長　川嵜　 組織変更 現存
     号デイブレイク２１０，１Ｆ (医       1)良明 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790392-04394 生活協同組合ヘルスコ〒538-0053 06-6914-1100生活協同組合ヘルスコ西上　喜房 平14.12. 1一般       166病院
     (92-64394 ) ープおおさか　コープ大阪市鶴見区鶴見三丁目６番２２常　勤:   15ープおおさか　理事長 移転 内   循   消  現存
     おおさか病院 号 (医      13)　水野　俊和 平26.12. 1呼内 心内 外  
     (歯       2) こう 整外 ひ  
     非常勤:   31 リウ 婦   皮  
     (医      31) 小   眼   精  
     神内 麻   リハ
     放   歯   
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、消化器外科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790492-04428 清水皮フ科クリニック〒538-0043 06-6965-0088清水　隆弘 清水　隆弘 平15. 4. 1皮   アレ 診療所
     大阪市鶴見区今津南一丁目５番４常　勤:    2 新規 現存
     １号鶴見グリーンレジデンス１階(医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790592-04436 医療法人　藤山診療所〒538-0053 06-6913-7307医療法人藤山診療所　藤山　徹 平15. 3. 1内   外   消  診療所
     大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番１常　勤:    2理事長　藤山　徹 移転 皮   リハ 現存
     ２号ラフィーネシャンブル１階 (医       2) 平27. 3. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
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 790692-04451 医療法人一真会　整形〒538-0043 06-6965-7840医療法人一真会　理事作田　浩一 平15. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     外科さくたクリニック大阪市鶴見区今津南一丁目５番４常　勤:    1長　作田　浩一 組織変更 外   現存
     １号鶴見グリーンレジデンス１階(医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790792-04477 医療法人　塩見眼科 〒538-0042 06-6967-0501医療法人塩見眼科　理塩見　種裕 平15. 7. 1眼   診療所
     大阪市鶴見区今津中五丁目１番３常　勤:    1事長　塩見　種裕 移転 現存
     ３号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790892-04493 医療法人青青会　三愛〒538-0043 06-6968-5008医療法人青青会　理事東條　文龍 平15. 7.23内   皮   胃  診療所
     クリニック 大阪市鶴見区今津南一丁目７番２常　勤:    1長　東條　文龍 移転 整外 リハ 現存
     ７号 (医       1) 平27. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 790992-04501 橋内耳鼻咽喉科 〒538-0053 06-4257-3387橋内　巧弘 橋内　巧弘 平15.10. 1耳い アレ 診療所
     大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791092-04519 医療法人葉月会　 田〒538-0031 06-6915-0600医療法人葉月会　理事吉田　仁 平16. 1. 1呼   内   外  診療所
     クリニック 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目７番常　勤:    1長　吉田　仁 組織変更 現存
     １０号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791192-04527 すなみ内科クリニック〒538-0044 06-4258-1114須波　敏彦 須波　敏彦 平16. 4. 1内   呼   循  診療所
     大阪市鶴見区放出東三丁目２１番常　勤:    1 新規 小   現存
     ５０号ＪＲ放出駅ＮＫビル２０１(医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791292-04535 かきのき泌尿器科クリ〒538-0044 06-6963-4327柿木　宏介 柿木　宏介 平16. 5. 1ひ   診療所
     ニック 大阪市鶴見区放出東三丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ５０号ＪＲ放出駅ＮＫビル４階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791392-04568 医療法人緑地会　赤尾〒538-0054 06-6911-2961医療法人緑地会　理事松浦　敏文 平17. 3. 1内   皮   診療所
     クリニック 大阪市鶴見区緑三丁目２番１５号常　勤:    2長　松浦　敏文 新規 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791492-04576 あだち皮フ科クリニッ〒538-0044 06-6963-6015足立　準 足立　準 平17. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 大阪市鶴見区放出東三丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ５０号ＪＲ放出駅ＮＫビル３０２(医       1) 平29. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791592-04584 医療法人　くすの木会〒538-0043 06-6965-2131医療法人　くすの木会片山　雅己 平17. 7. 1内   胃   呼  診療所
     　かたやまクリニック大阪市鶴見区今津南一丁目５番３常　勤:    1　理事長　片山　雅己 組織変更 外   現存
     ９号 (医       1) 平29. 7. 1
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 791692-04634 医療法人　いしだ会　〒538-0051 06-6911-6900医療法人　いしだ会　石田　尊啓 平18. 7. 1整外 外   リウ診療所
     いしだ整形外科クリニ大阪市鶴見区諸口四丁目７番７号常　勤:    1理事長　石田　尊啓 組織変更 リハ 現存
     ック メゾン交楽園参番館 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791792-04642 医療法人　横山クリニ〒538-0052 06-6914-3100医療法人　横山クリニ横山　吉宏 平18. 7. 1内   消   小  診療所
     ック 大阪市鶴見区横堤四丁目１番３６常　勤:    1ック　理事長　横山　 組織変更 リハ 現存
     号スターハイム松尾１階 (医       1)吉宏 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791892-04675 医療法人　俊佑会　玉〒538-0043 06-6963-8701医療法人　俊佑会　理玉岡　久幸 平19. 1. 1耳い アレ 診療所
     岡耳鼻咽喉科 大阪市鶴見区今津南一丁目６番２常　勤:    1事長　玉岡　久幸 組織変更 現存
     ６号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 791992-04683 和悦会診療所 〒538-0035 06-4257-3660社会福祉法人和悦会　林　則宏 平19. 5. 1内   耳い 診療所
     大阪市鶴見区浜五丁目６番１４号常　勤:    1理事長　村本　真吾 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792092-04691 寺内クリニック 〒538-0035 06-6911-6777門口　竜司 門口　竜司 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     大阪市鶴見区浜三丁目２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792192-04717 医療法人　かわすみク〒538-0051 06-6914-3580医療法人かわすみクリ川澄　伸樹 平19. 7. 1精   神   心内診療所
     リニック 大阪市鶴見区諸口三丁目１番２８常　勤:    1ニック　理事長　川澄 組織変更 現存
     号ＥＰＯＣＨ・ＫＡＺビル６階 (医       1)　伸樹 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792292-04733 磯川医院 〒538-0051 06-6912-4544磯川　貞之 磯川　貞之 平20. 7. 1小   アレ 皮  診療所
     大阪市鶴見区諸口三丁目１番１５常　勤:    2 継承 内   現存
     号 (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792392-04741 医療法人　くぼ眼科ク〒538-0053 06-6915-7761医療法人くぼ眼科クリ久保　満 平20. 7. 1眼   診療所
     リニック 大阪市鶴見区鶴見三丁目１３番３常　勤:    1ニック　理事長　久保 組織変更 現存
     ７号つるみクリニックビル２階 (医       1)　満 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792492-04766 医療法人津樹会　城東〒538-0044 06-6961-2994医療法人津樹会　理事水谷　卓雄 平21.11. 1一般        46病院
     病院 大阪市鶴見区放出東二丁目１１番常　勤:    1長　松岡　徳浩 組織変更 内   循   消  現存
     ２２号 (医       1) 平27.11. 1外   整外 皮  
     非常勤:   28 ひ   リハ 放  
     (医      28) 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792592-04774 しげた眼科クリニック〒538-0052 06-6914-3555重田　知都世 重田　知都世 平22. 7. 1眼   診療所
     大阪市鶴見区横堤三丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号レジョンドール鶴見緑地１階(医       1) 平28. 7. 1
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 792692-04782 医療法人健彰会　緑か〒538-0054 06-6936-0677医療法人健彰会　理事金子　元春 平22. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     ねこ整形外科 大阪市鶴見区緑一丁目１１番３号常　勤:    1長　金子　元春 組織変更 麻   現存
     ベルデカーサ１階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792792-04816 小林医院 〒538-0053 06-6915-7777小林　経宏 小林　経宏 平23. 4. 1内   外   消  診療所
     大阪市鶴見区鶴見四丁目１１番６常　勤:    1 新規 こう 皮   小外現存
     ６号 (医       1) 平29. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792892-04824 藍の都脳神経外科病院〒538-0044 06-6965-1800社会医療法人　ささき佐々木　庸 平23. 7. 1一般        80病院
     大阪市鶴見区放出東二丁目２１番常　勤:    8会　理事長　佐々木　 移転 脳外 神内 心外現存
     １６号 (医       8)庸 平29. 7. 1循   内   外  
     非常勤:   24 放   リハ 整外
     (医      24) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 792992-04832 医療法人　明潤会　す〒538-0052 06-4304-4976医療法人　明潤会　理杉山　明孝 平23. 7. 1耳い アレ 診療所
     ぎやま耳鼻咽喉科クリ大阪市鶴見区横堤３丁目１１番１常　勤:    1事長　杉山　明孝 組織変更 現存
     ニック ４号レジョンドール鶴見緑地１Ｆ(医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793092-04857 医療法人　駿真会　髙〒538-0052 06-6915-1595医療法人　駿真会　理髙野　登 平23. 9. 1内   小   皮  診療所
     野医院 大阪市鶴見区横堤５丁目５番６０常　勤:    1事長　髙野　登 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793192-04873 医療法人　豊友会　鶴〒538-0053 06-6933-0005医療法人　豊友会　理小林　照美 平24. 9. 1内   小   放  診療所
     見診療所 大阪市鶴見区鶴見三丁目４番１７常　勤:    1事長　小林　照美 組織変更 循   呼   現存
     号メディシオン鶴見１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793292-04881 南野眼科 〒538-0035 06-4257-3730南野　桂三 南野　桂三 平25. 5. 1眼   診療所
     大阪市鶴見区浜三丁目３番１０号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793392-04915 医療法人　泰恵会　し〒538-0051 06-6913-3331医療法人　泰恵会　理柴崎　泰延 平25.11. 1内   循   透析診療所
     ばさきクリニック 大阪市鶴見区諸口１丁目６番１９常　勤:    2事長　柴崎　泰延 移転 現存
     号 (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793492-04923 髙整形外科 〒538-0041 06-6167-2525髙　英卓 髙　英卓 平26. 4. 1整外 リハ 診療所
     大阪市鶴見区今津北５丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     １２号ＡＣＬクリニックモール３(医       1) 平26. 4. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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   875 頁

 793592-04931 タナカ眼科 〒538-0053 06-6915-1956医療法人タナカ眼科　田仲　延子 平26. 7. 1眼   診療所
     大阪市鶴見区鶴見四丁目１７－１常　勤:    1理事長　田仲　延子 組織変更 現存
     －３２３イオンモール鶴見緑地３(医       1) 平26. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793692-04956 クリニックゆうわ 〒538-0051 06-6912-7500社会福祉法人秀和福祉蓮間　忠芳 平26.10. 1内   診療所
     大阪市鶴見区諸口６丁目１番３８常　勤:    1会　理事長　蓮間　洋 新規 現存
     号 (医       1)子 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793792-04964 腎泌尿器科　だんのク〒538-0051 06-6780-4114檀野　祥三 檀野　祥三 平26.10. 1ひ   診療所
     リニック 大阪市鶴見区諸口３丁目１番２１常　勤:    1 新規 現存
     号エクセル・ラ・ヴェール１階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793892-04972 なかたクリニック 〒538-0051 06-6914-2223中田　壮一 中田　壮一 平27.10. 1内   診療所
     大阪市鶴見区諸口４丁目１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 793992-04980 服部クリニック 〒538-0041 06-6180-8031服部　高史 服部　高史 平28. 2. 1胃   外   こう診療所
     大阪市鶴見区今津北５丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １２号ＡＣＬクリニックモール２(医       1) 平28. 2. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794092-04998 佐々木クリニック 〒538-0053 06-6931-8820佐々木　公一 佐々木　公一 平28. 4.26透析 内   診療所
     大阪市鶴見区鶴見４丁目６番２７常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平28. 4.26
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794192-05003 かわむらクリニック 〒538-0052 06-4397-7850川村　和哉 川村　和哉 平28. 7. 1整外 リハ 放  診療所
     大阪市鶴見区横堤一丁目１２番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794292-05011 医療法人恒星会　三輪〒538-0053 06-6911-5757医療法人恒星会　理事三輪　恒 平28. 9. 1皮   形外 診療所
     皮フ科形成外科 大阪市鶴見区鶴見三丁目１２番２常　勤:    1長　三輪　恒 組織変更 現存
     ３号－２０２号ドリームネオポリ(医       1) 平28. 9. 1
     ス鶴見Ⅲ　２階 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794392-05029 三和病院 〒538-0032 06-6912-6500毛利　隆 毛利　隆 平29. 1. 4一般        53病院
     大阪市鶴見区安田一丁目８番３号常　勤:    1 継承 内   循   放  現存
     (医       1) 平29. 1. 4リハ 
     非常勤:   18
     (医      18)
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 794492-05037 まつむらクリニック 〒538-0052 06-6914-1199松村　衛磨 松村　衛磨 平29. 3. 1内   小   胃  診療所
     大阪市鶴見区横堤１－１２－１７常　勤:    1 移転 こう 外   リハ現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794592-05045 医療法人良花会　整形〒538-0052 06-6912-7377医療法人良花会　理事徳原　善雄 平29. 2.13整外 リウ リハ診療所
     外科とくはらクリニッ大阪市鶴見区横堤三丁目６番４０常　勤:    1長　徳原　善雄 移転 外   現存
     ク 号道端ビル (医       1) 平29. 2.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794692-05052 中河クリニック 〒538-0042 06-6962-9901中河　庸治 中河　庸治 平29. 4. 1整外 リハ 外  診療所
     大阪市鶴見区今津中３－８－９中常　勤:    1 新規 消   ひ   現存
     河ビル１Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794792-05060 医療法人　ＮＴ鶴見ク〒538-0051 06-6915-1133医療法人ＮＴ鶴見クリ仲　豊子 平29. 3. 1内   透析 診療所
     リニック 大阪市鶴見区諸口五丁目浜６番２常　勤:    1ニック　理事長　仲　 組織変更 現存
     １号 (医       1)豊子 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794892-05078 医療法人社団交鐘会　〒538-0042 06-6167-6198医療法人社団交鐘会　金本　聖広 平30. 4. 1内   診療所
     あおぞら在宅診療所大大阪市鶴見区今津中一丁目１０番常　勤:    1理事長　吉岡　雄樹 新規 現存
     阪はなてん １９号大都ハイツ４０６号室 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 794992-05086 医療法人朋桜会　たな〒538-0051 06-6915-3800医療法人朋桜会　理事田中　利彦 平30. 3. 1整外 眼   リウ診療所
     かクリニック 大阪市鶴見区諸口二丁目４番１０常　勤:    2長　田中　利彦 組織変更 リハ 現存
     号 (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795093-00119 近畿大学医学部附属病〒589-8511 0723-66-0221学校法人　近畿大学　東田　有智 昭50. 5. 1一般       919特定機能
     (93-60119 ) 院 大阪狭山市大野東３７７番地の２常　勤:  424理事長　清水　由洋 新規 精神        10病院
     (医     405) 平24.10. 1内   循   消  現存
     (歯       7) 神内 呼内 心内
     (薬      12) 精   小   外  
     非常勤:  204 小外 脳外 心外
     (医     195) 整外 皮   ひ  
     (歯       9) 眼   耳い 産婦
     放   麻   形外
     リハ 歯   矯歯
     歯外 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 795193-00259 永田医院 〒589-0009 0723-65-0033永田　清員 永田　清員 昭60. 2. 1内   外   整外診療所
     大阪狭山市池尻北２丁目２３番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795293-00275 細井医院 〒589-0011 0723-66-2420細井　洋子 細井　洋子 昭61. 2. 1皮   診療所
     大阪狭山市半田１－６２４－３浦常　勤:    1 新規 現存
     島ビル１階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795393-00317 平林小児科 〒589-0022 0723-66-9272平林　博和 平林　博和 昭62.11. 1内   小   皮  診療所
     大阪狭山市西山台六丁目１３番９常　勤:    1 新規 現存
     号狭山ガーデンハイムＡ棟３号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795493-00325 穴川整形外科医院 〒589-0022 0723(66)6952穴川　大三郎 穴川　大三郎 昭63. 4. 1外   整外 リハ診療所
     大阪狭山市西山台三丁目１番４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795593-00358 医療法人　今井内科小〒589-0008 0723-66-1061医療法人今井内科小児今井　真 昭64. 1. 1内   小   循  診療所
     児科医院 大阪狭山市池尻自由丘一丁目３番常　勤:    1科医院　理事長　今井 組織変更 消   現存
     ２４号 (医       1)　真 平28. 1. 1内科、循環器内
     非常勤:    1 科、消化器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795693-00366 医療法人　今井クリニ〒589-0006 0723-65-0647医療法人今井クリニッ今井　達侑 昭59.12. 1内   呼   消  診療所
     ック 大阪狭山市金剛二丁目１２番１８常　勤:    1ク　理事長　今井　達 新規 小   現存
     号 (医       1)侑 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795793-00374 医療法人　松尾医院 〒589-0006 0723-66-4726医療法人松尾医院　理松尾　高明 昭56. 1. 1内   診療所
     大阪狭山市金剛一丁目３番６号 常　勤:    2事長　松尾　高明 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795893-00390 医療法人　砂川医院 〒589-0009 0723-67-1238医療法人砂川医院　理砂川　満 平 2. 1. 1消   循   外  診療所
     大阪狭山市大字池尻北一丁目１番常　勤:    1事長　砂川　満 組織変更 リハ 現存
     ５号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 795993-00416 医療法人　井出眼科 〒589-0006 072-365-0168医療法人井出眼科　理井出　裕彦 平 2. 7. 1眼   診療所
     大阪狭山市金剛二丁目９番１７号常　勤:    2事長　井出　裕彦 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 796093-00432 医療法人樫本会　樫本〒589-0012 072-366-1818医療法人　樫本会　理樫本　秀好 平 2. 8. 1一般       117病院
     病院 大阪狭山市東茱萸木四丁目１１５常　勤:   14事長　樫本　主税 組織変更 療養        82現存
     １ (医      14) 平29. 8. 1内   循   消  
     非常勤:   58 ひ   皮   外  
     (医      58) 整外 心外 こう
     眼   形外 脳外
     リハ 麻   神内
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、腫瘍内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796193-00440 医療法人佳美会　大里〒589-0011 0723-67-5505医療法人佳美会　理事大里　美由起 平 3. 7. 1眼   診療所
     眼科 大阪狭山市半田一丁目６２３番３常　勤:    1長　大里　美由起 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796293-00473 医療法人六三会　大阪〒589-0032 0723-65-0181医療法人　六三会　理阪本　栄 平 3.10. 1精神       279病院
     (93-60473 ) さやま病院 大阪狭山市岩室三丁目２１６－１常　勤:    8事長　阪本　栄 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       5) 平24.10. 1歯   
     (薬       3)
     非常勤:   18
     (医      15)
     (歯       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796393-00481 特別養護老人ホーム　〒589-0012 0723-68-2777社会福祉法人ラポール酒本　勇 平 4. 5. 1心内 神   精  診療所
     くみのき苑診療所 大阪狭山市東茱萸木四丁目１９７常　勤:    1会　理事長　辻　光治 新規 リハ 内   現存
     ７番地 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796493-00515 吉岡耳鼻咽喉科 〒589-0023 072-368-1876吉岡　靖弘 吉岡　靖弘 平 6. 3. 1耳い 診療所
     大阪狭山市大野台１－１－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796593-00523 社会医療法人さくら会〒589-0011 0723(66)5757社会医療法人さくら会福間　淳 平 6. 7. 1一般       147病院
     　さくら会病院 大阪狭山市半田５－２６１０－１常　勤:   14　理事長　伊原　郁夫 組織変更 脳外 外   整外現存
     (医      14) 平24. 7. 1形外 内   リハ
     非常勤:   40 放   神内 
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 796693-00531 医療法人恒尚会　兵田〒589-0036 072-366-2345医療法人恒尚会　理事兵田　恒 平 7. 2. 1療養        81病院
     (93-60531 ) 病院 大阪狭山市山本東１３９４－１ 常　勤:    3長　兵田　暁 組織変更 麻   外   内  療養病床
     (医       2) 平28. 2. 1整外 リハ リウ現存
     (歯       1) 放   歯   
     非常勤:   42
     (医      29)
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796793-00572 医療法人　川下内科循〒589-0023 072-366-1366医療法人　川下内科循川下　憲二 平 8. 7. 1内   循   小  診療所
     環器科 大阪狭山市大野台六丁目１番３号常　勤:    1環器科　理事長　川下 組織変更 現存
     (医       1)　憲二 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796893-00580 医療法人　上島医院 〒589-0022 072-365-6579医療法人　上島医院　上島　玲子 平 8. 8. 1一般         2診療所
     大阪狭山市西山台一丁目２４番２常　勤:    2理事長　上島　玲子 移転 内   神内 心内現存
     ０号 (医       2) 平29. 8. 1精   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 796993-00614 医療法人　辛川医院 〒589-0006 072-365-0066医療法人辛川医院　理辛川　武久 平10. 1. 1内   診療所
     大阪狭山市金剛二丁目１３番１８常　勤:    1事長　辛川　武久 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797093-00630 しばもとクリニック 〒589-0011 0723-68-1556芝元　啓治 芝元　啓治 平10. 8. 1心内 精   診療所
     大阪狭山市半田一丁目６４９番５常　勤:    1 新規 現存
     号ジュアールビル２階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797193-00648 医療法人　遠藤医院 〒589-0006 0723-67-8401医療法人　遠藤医院　遠藤　廣 平11. 1. 1胃   外   整外診療所
     大阪狭山市金剛一丁目１１番３１常　勤:    1理事長　遠藤　廣 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797293-00671 ファヴォーレ診療所 〒589-0016 0723-67-2111社会福祉法人　享佑会加減　秀樹 平11. 6. 1内   診療所
     大阪狭山市大野西５６６－２ 常　勤:    1　理事長　橋本　淳子 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797393-00689 医療法人　とうだクリ〒589-0022 072-367-1819医療法人　とうだクリ森　富美子 平11. 7. 1内   呼   アレ診療所
     ニック 大阪狭山市西山台一丁目１３番４常　勤:    1ニック　理事長　東田 組織変更 小   現存
     号 (医       1)　充功 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 797493-00705 狭山みんなの診療所 〒589-0022 072-367-3339大阪みなみ医療福祉生松田　圭市 平12. 4. 1内   リハ 小  診療所
     大阪狭山市西山台三丁目４番２号常　勤:    1活協同組合　理事長　 新規 現存
     (医       1)苅谷　幹雄 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797593-00739 豊川整形外科 〒589-0008 072-366-8881豊川　英樹 豊川　英樹 平13.10. 1整外 リハ リウ診療所
     大阪狭山市池尻自由丘一丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ５号西野ビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797693-00747 うえむらクリニック形〒589-0011 072-368-3111植村　冨美子 植村　冨美子 平15. 6. 1形外 診療所
     成外科 大阪狭山市半田一丁目４３番地の常　勤:    1 新規 現存
     １エクセレンシーアイ１階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797793-00762 整形外科ふじさわクリ〒589-0023 072-360-0500藤沢　直史 藤沢　直史 平15. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 大阪狭山市大野台二丁目１３番７常　勤:    1 新規 外   現存
     号 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797893-00812 ハヤシ耳鼻咽喉科 〒589-0011 072-365-4888林　治博 林　治博 平17. 9. 1耳い 診療所
     大阪狭山市半田一丁目６２２番１常　勤:    1 新規 現存
     号　ウエスティ金剛１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 797993-00820 森田クリニック 〒589-0008 072-365-0555森田　美佳 森田　美佳 平17.12. 1外   こう 胃  診療所
     大阪狭山市池尻自由丘一丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798093-00838 医療法人恒昭会　青葉〒589-0004 072-365-3821医療法人　恒昭会　理小山　郁夫 平17.12. 1一般        54病院
     (93-60838 ) 丘病院 大阪狭山市東池尻一丁目２１９８常　勤:   15事長　小山　郁夫 移転 療養       270現存
     番１ (医      14) 平29.12. 1精神       357
     (歯       1) 内   精   放  
     非常勤:   46 リハ 整外 歯  
     (医      46) 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798193-00853 陽だまりの丘診療所 〒589-0023 072-365-7060社会福祉法人　大阪狭福井　英民 平18. 3. 1内   診療所
     大阪狭山市大野台一丁目１４番２常　勤:    1山博悠会　理事長　尾 新規 現存
     ０号 (医       1)﨑　佐久子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798293-00861 にしむらクリニック 〒589-0005 072-367-8703西村　麗子 西村　麗子 平18. 5. 1内   呼   診療所
     大阪狭山市狭山二丁目９６９番１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 798393-00895 ますだ皮ふ科 〒589-0008 072-360-1112増田　邦子 増田　邦子 平18. 7. 1皮   診療所
     大阪狭山市池尻自由丘一丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798493-00911 梅山眼科 〒589-0008 072-367-3330梅山　圭以子 梅山　圭以子 平18. 9. 1眼   診療所
     大阪狭山市池尻自由丘一丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番９号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798593-00929 大阪狭山市医師会休日〒589-0003 072-368-1110一般社団法人　大阪狭今井　達侑 平20.12. 1内   診療所
     診療所 大阪狭山市東野東一丁目５００番常　勤:    1山市医師会　会長　砂 新規 現存
     地の１ (医       1)川　満 平26.12. 1
     非常勤:   37
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798693-00937 西村医院 〒589-0013 072-366-1066西村　圭介 西村　圭介 平21. 5.29外   内   整外診療所
     大阪狭山市茱萸木三丁目２３１番常　勤:    1 継承 こう 現存
     地 (医       1) 平27. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798793-00952 わかきクリニック 〒589-0013 072-367-7766若木　伸夫 若木　伸夫 平22. 9. 1循   内   診療所
     大阪狭山市茱萸木五丁目７４１番常　勤:    1 新規 現存
     地の１ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798893-00978 医療法人紀陽会　さや〒589-0011 072-366-0360医療法人紀陽会　理事田中　秋生 平24. 2. 1内   診療所
     まクリニック 大阪狭山市半田１丁目８７番１号常　勤:    1長　田仲　紀子 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 798993-00986 村本耳鼻咽喉科 〒589-0005 072-365-1733村本　大輔 村本　大輔 平24. 5. 1耳い アレ 診療所
     大阪狭山市狭山１－７８７ヴィー常　勤:    1 新規 現存
     ブルⅡ　２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799093-01018 医療法人正雅会　 本〒589-0031 072-366-5131医療法人正雅会　理事 本　武宏 平25. 1. 1一般        45病院
     病院 大阪狭山市池之原二丁目１１２８常　勤:    4長　 本　武宏 組織変更 療養        54現存
     番地の２ (医       4) 平25. 1. 1内   循   胃  
     非常勤:   30 神内 外   心外
     (医      30) 整外 脳外 形外
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799193-01026 医療法人　心月会　つ〒589-0011 072-368-9007医療法人　心月会　理月山　雅之 平25. 1. 1胃   内   診療所
     きやま胃腸内科 大阪狭山市半田１丁目６２２番地常　勤:    1事長　月山　雅之 組織変更 現存
     の１ウェスティ金剛２Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 799293-01034 ひだまり訪問クリニッ〒589-0011 072-288-6002小林　政司 小林　政司 平26. 5. 1内   診療所
     ク 大阪狭山市半田一丁目８番地７グ常　勤:    1 新規 現存
     ランベール１ＦＢ号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799393-01042 医療法人　おがわクリ〒589-0022 072-366-7211医療法人　おがわクリ小川　律子 平26. 4. 1内   循   消  診療所
     ニック 大阪狭山市西山台三丁目１５番８常　勤:    1ニック　理事長　小川 移転 現存
     号 (医       1)　律子 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799493-01059 たかはしクリニック 〒589-0013 072-360-2020髙橋　徹 髙橋　徹 平26.10. 1ひ   内   透析診療所
     大阪狭山市茱萸木４丁目３４５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799593-01067 西山クリニック 〒589-0008 072-349-3120西山　英樹 西山　英樹 平27. 5. 1内   診療所
     大阪狭山市池尻自由丘３－１－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799693-01075 医療法人藤広育生会　〒589-0023 072-349-9272医療法人藤広育生会　藤田　真輔 平27. 5. 1小   アレ 診療所
     ふじたこどもクリニッ大阪狭山市大野台１丁目２３番１常　勤:    1理事長　藤田　富雄 新規 現存
     ク ３号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799793-01083 きりの診療所 〒589-0013 072-349-7522桐野　基浩 桐野　基浩 平27. 7. 1内   循   診療所
     大阪狭山市茱萸木４－３７２－１常　勤:    1 新規 現存
     ０メディカルスクエアくみの木二(医       1) 平27. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799893-01109 おざさクリニック 〒589-0007 072-366-0088小笹　義尚 小笹　義尚 平27.12. 1内   循   リハ診療所
     大阪狭山市池尻中３丁目１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 799993-01117 医療法人敦博会　金剛〒589-0011 072-366-2200医療法人敦博会　理事加減　秀樹 平28. 3. 1内   脳外 整外診療所
     原田医療クリニック 大阪狭山市半田２丁目４６８番地常　勤:    1長　髙 　章 組織変更 外   リハ 精  現存
     の５ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800093-01125 一般社団法人ヘルスケ〒589-0011 072-349-6842一般社団法人ヘルスケ額田　勝 平28. 4. 1内   リハ 脳外診療所
     アイノベーション大阪大阪狭山市半田三丁目４７１番１常　勤:    1アイノベーション大阪 新規 精   現存
     さやま　半田あつたか (医       1)さやま　代表理事　西 平28. 4. 1
     クリニック 非常勤:    3村　健一
     (医       3)
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 800193-01133 医療法人　てらにしレ〒589-0008 072-367-0666医療法人てらにしレデ寺西　明子 平29. 3. 1婦   産   内  診療所
     ディースクリニック 大阪狭山市池尻自由丘一丁目２番常　勤:    1ィースクリニック　理 組織変更 現存
     １号 (医       1)事長　寺西　明子 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800293-01141 松田皮膚科クリニック〒589-0013 072-368-4112松田　洋昌 松田　洋昌 平29. 5. 1皮   診療所
     大阪狭山市茱萸木４丁目３７２－常　勤:    1 新規 現存
     １０メディカルスクエアくみのき(医       1) 平29. 5. 1
     　３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800393-01158 いいたに眼科 〒589-0022 072-368-6633飯谷　秀和 飯谷　秀和 平29.11. 1眼   診療所
     大阪狭山市西山台３－１２－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800493-01166 長尾クリニック 〒589-0022 072-366-9192長尾　典尚 長尾　典尚 平30. 4. 1内   麻   脳外診療所
     大阪狭山市西山台３丁目５番２０常　勤:    1 継承 現存
     号　１階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800594-00265 株式会社　竹中工務店〒541-0053 06-6252-1201株式会社竹中工務店　瀧本　忠司 昭40. 7. 1内   精   神  診療所
     大阪本店診療所 大阪市中央区本町四丁目１番１３常　勤:    1執行役員本店長　丁野 新規 現存
     号 (医       1)　成人 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800694-00752 大阪国税局診療所 〒540-8541 06-6941-5331財務省共済組合大阪国中　宣敬 昭49.11. 1内   神   歯  診療所
     (94-60752 ) 大阪市中央区大手前一丁目５番６常　勤:    4税局支部　支部長　橋 新規 現存
     ３号大阪合同庁舎第３号館４階 (医       3)本　元秀 平28.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      11)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800794-01065 一般財団法人　大阪府〒541-0045 06-6202-6666一般財団法人大阪府結増田　國次 昭56. 4.13内   呼   消  診療所
     結核予防会相談診療所大阪市中央区道修町四丁目６番５常　勤:   11核予防会　理事長　増 新規 循   放   現存
     号 (医      11)田　國次 平29. 4.13
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 800894-01131 大阪ニット健康保険組〒541-0056 06-6243-1048大阪ニット健康保険組 田　辰子 昭60. 5. 1内   歯   診療所
     (94-61131 ) 合保健医療センター 大阪市中央区久太郎町三丁目１番常　勤:    3合　理事長　水本　惠 移転 現存
     ６号 (医       2)造 平30. 5. 1
     (歯       1)
     非常勤:    7
     (医       4)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 800994-01263 医療法人城見会　アム〒540-0001 06-6949-0305医療法人城見会　理事山田　眞 昭62. 7. 1内   診療所
     スニューオータニクリ大阪市中央区城見一丁目４番１号常　勤:    6長　立木　成之 組織変更 現存
     ニック ホテルニューオータニ大阪４階 (医       6) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801094-01289 医療法人　坂本整形外〒541-0052 06(6266)0666医療法人　坂本整形外河崎　美也子 昭63. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科 大阪市中央区安土町２－３－１３常　勤:    1科　理事長　河崎　美 組織変更 現存
     大阪国際ビル１６階 (医       1)也子 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801194-01370 﨑山クリニック 〒540-0012 06-6947-5381﨑山　元春 﨑山　元春 昭63.11. 1内   診療所
     大阪市中央区谷町四丁目８番１３常　勤:    1 新規 現存
     号サン・モトビル谷町８階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801294-01883 柳谷医院 〒542-0083 06-6211-6173柳谷　和紀 柳谷　和紀 昭44. 8. 1内   神   診療所
     大阪市中央区東心斎橋二丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801394-01917 産科婦人科飯島病院 〒542-0082 06-6211-4114医療法人飯島会　理事飯島　康史 昭45.11. 1一般        28病院
     大阪市中央区島之内二丁目１５番常　勤:    4長　飯島　康史 新規 産   婦   麻  現存
     ４号 (医       4) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801494-01958 医療法人保健厚生会　〒542-0062 06-6761-4787医療法人　保健厚生会佐伯　英次郎 昭32.10. 1内   診療所
     佐伯クリニック 大阪市中央区上本町西五丁目３番常　勤:    1　理事長　佐伯　英次 新規 現存
     ９号 (医       1)郎 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801594-02162 原田病院 〒542-0082 06-6211-1006原田　繁 原田　繁 昭49.10. 4一般        37病院
     大阪市中央区島之内二丁目１７番常　勤:    3 移転 外   整外 皮  現存
     １５号 (医       3) 平28.10. 4ひ   こう リハ
     非常勤:   17 消   
     (医      17)
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 801694-02444 医療法人脳神経外科　〒542-0072 06-6643-2022医療法人脳神経外科日米田　弘幸 昭57. 4. 1一般        75病院
     日本橋病院 大阪市中央区高津３－２－２２ 常　勤:    2本橋病院　理事長　米 組織変更 脳外 外   整外現存
     (医       2)田　俊一 平30. 4. 1形外 
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801794-02808 千日前水田内科 〒542-0075 06-6644-5866水田　仁士 水田　仁士 昭63. 9. 1内   小   リハ診療所
     大阪市中央区難波千日前４番２１常　勤:    1 新規 現存
     号　Ｍ．Ｃビル１・２階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801894-02881 的場眼科 〒542-0012 06-6768-4089的場　寛佳 的場　寛佳 平元. 2. 1眼   診療所
     大阪市中央区谷町六丁目１番１４常　勤:    1 新規 現存
     号谷町大治ビル２階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 801994-02923 大阪薬業健康保険組合〒540-0037 06-6941-6352大阪薬業健康保健組合野村　誠 平元. 4. 1内   放   診療所
     　薬業大阪診療所 大阪市中央区内平野町三丁目２番常　勤:    1　理事長　柳原　良一 移転 現存
     ５号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802094-03012 医療法人　今川医院 〒542-0061 06-6764-5777医療法人　今川医院　今川　得之亮 昭56.10. 1内   小   診療所
     大阪市中央区安堂寺町一丁目３番常　勤:    1理事長　今川　得之亮 組織変更 現存
     １３号藤本ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802194-03103 吉川内科 〒541-0054 06-6261-8289吉川　岳男 吉川　岳男 平元. 8. 4内   放   診療所
     大阪市中央区南本町二丁目４番１常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (医       1) 平28. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802294-03111 浅田診療所 〒541-0052 06-6266-1173浅田　洋造 浅田　洋造 平元.11. 1内   胃   循  診療所
     大阪市中央区安土町一丁目５番３常　勤:    2 新規 皮   ひ   現存
     号浅田屋ビル１階 (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802394-03251 医療法人　古川医院 〒540-0025 06-6943-6005医療法人　古川医院　古川　宏太郎 平 2. 7. 1内   循   小  診療所
     大阪市中央区徳井町一丁目２番２常　勤:    3理事長　古川　宏太郎 組織変更 皮   現存
     号 (医       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802494-03327 全国土木建築国民健康〒540-0008 06-6942-6411全国土木建築国民健康藤原　聖之 平 2.10. 1内   放   診療所
     保険組合　関西健康管大阪市中央区大手前二丁目１番２常　勤:    1保険組合　理事長　水 移転 現存
     理センター 号国民会館住友生命ビル２・３階(医       1)田　 雄 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802594-03376 かまお眼科医院 〒540-0025 06(6941)7887鎌尾　恒幸 鎌尾　恒幸 平 3. 1. 1眼   診療所
     大阪市中央区徳井町１－１－８　常　勤:    1 新規 現存
     大手前ＮＴビル５階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 802694-03418 谷井ヒフ科 〒540-0025 06-6942-5339谷井　司 谷井　司 平 3. 3. 1皮   診療所
     大阪市中央区徳井町２－４－１５常　勤:    1 新規 現存
     タニイビル２・３階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802794-03426 松岡医院 〒542-0072 06(6641)8020松岡　賢光 松岡　賢光 平 3. 2. 1内   産婦 リハ診療所
     大阪市中央区高津３－３－２３ 常　勤:    1 継承 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802894-03459 坂東クリニック 〒542-0072 06(6644)0191坂東　一雄 坂東　一雄 平 3. 4. 1内   循   リハ診療所
     大阪市中央区高津３丁目１５番９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 802994-03525 倉田整形外科 〒540-0025 06-6945-1920倉田　陽一 倉田　陽一 平 3. 8. 1整外 リハ 診療所
     大阪市中央区徳井町一丁目１番８常　勤:    1 新規 現存
     号大手前ＮＴビル３・４階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803094-03541 ごとう耳鼻咽喉科 〒542-0073 06(6643)1133後藤　和彦 後藤　和彦 平 3. 8. 1耳い 診療所
     大阪市中央区日本橋１－２１－１常　勤:    1 新規 現存
     ４　鈴木ビル２階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803194-03707 大海クリニック 〒542-0086 06-6243-5505大海　聖子 大海　聖子 平 4. 2. 6内   精   神  診療所
     大阪市中央区西心斎橋一丁目１３常　勤:    1 継承 現存
     番２５号　ＳＵＲＥ西心斎橋５階(医       1) 平28. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803294-03715 医療法人　ハマダ眼科〒541-0046 06-6202-7614医療法人　ハマダ眼科濱田　恒一 平 4. 7. 1眼   診療所
     大阪市中央区平野町二丁目１番２常　勤:    1　理事長　濱田　恒一 組織変更 現存
     号沢の鶴ビル８階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803394-03723 医療法人　福丸耳鼻咽〒542-0085 06-6251-1394医療法人　福丸耳鼻咽福丸　昌宏 平 4. 7. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市中央区心斎橋筋一丁目６番常　勤:    1喉科　理事長　福丸　 組織変更 現存
     １４号 (医       1)昌宏 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803494-03749 牟田耳鼻咽喉科医院 〒542-0081 06-6261-5000医療法人牟田会　理事牟田　弘 平 4. 9. 1耳い 気食 診療所
     大阪市中央区南船場二丁目５番９常　勤:    1長　牟田　弘 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803594-03830 医療法人大峯会　高山〒542-0012 06-6764-0515医療法人大峯会　理事辻　敬 平 5. 1. 1精   内   心内診療所
     診療所 大阪市中央区谷町九丁目３番１１常　勤:    3長　辻　敬 組織変更 現存
     号東谷町ビル２階 (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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   887 頁

 803694-03848 医療法人大峯会　高山〒542-0066 06-6767-3901医療法人大峯会　理事館　純子 平 5. 1. 1精   心内 内  診療所
     メディカルクリニック大阪市中央区瓦屋町三丁目４番８常　勤:    3長　辻　敬 組織変更 放   現存
     号 (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803794-03863 国家公務員共済組合連〒540-0008 06-6949-6463国家公務員共済組合連大口　善郎 平 5. 2. 1内   歯   診療所
     (94-63863 ) 合会　大阪合同庁舎第大阪市中央区大手前四丁目１番７常　勤:    8合会　理事長　松元　 移転 現存
     ４号館大手前病院診療６号大阪合同庁舎第４号館 (医       8)崇 平29. 2. 1
     所 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803894-03913 大島内科医院 〒542-0085 06-6271-8466大島　久明 大島　久明 平 5. 3. 1内   呼   循  診療所
     大阪市中央区心斎橋筋一丁目１番常　勤:    2 移転 現存
     ２号心斎橋クラシック１０階 (医       1) 平29. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 803994-03962 医療法人　横山耳鼻咽〒542-0012 06-6761-3334医療法人　横山耳鼻咽横山　正雄 平 5. 7. 1耳い 診療所
     喉科 大阪市中央区谷町六丁目４番８号常　勤:    1喉科　理事長　横山　 組織変更 現存
     新空堀ビル２階 (医       1)正雄 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804094-04069 はしもとクリニック 〒540-0034 06(6947)7585橋本　昇 橋本　昇 平 6. 1. 1内   アレ 皮  診療所
     大阪市中央区島町１－１－３　愛常　勤:    1 新規 現存
     生ビル３階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804194-04127 医療法人崇孝会　長堀〒542-0082 06(6252)6750医療法人　崇孝会　理久田　洋一 平 6. 2. 1内   婦   放  診療所
     分院 大阪市中央区島之内１－２１－２常　勤:    1事長　柚木　孝仁 新規 現存
     ４ファースト・Ｋ・ビル (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804294-04135 宮崎内科クリニック 〒540-0034 06(6910)5777宮崎　厚 宮崎　厚 平 6. 2. 1内   診療所
     大阪市中央区島町２－１－１５　常　勤:    1 新規 現存
     ＩＴビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804394-04143 岩佐クリニック 〒542-0073 06-6213-2841岩佐　厚 岩佐　厚 平 6. 4. 1ひ   診療所
     大阪市中央区日本橋１－３－１三常　勤:    1 新規 現存
     共日本橋ビル３階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804494-04150 坪井メンタルクリニッ〒542-0081 06-6241-1059坪井　英明 坪井　英明 平 6. 6. 1内   精   神  診療所
     ク 大阪市中央区南船場３－６－２７常　勤:    1 新規 神内 現存
     第５芦池ビル８階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 804594-04184 社会福祉法人健勝会　〒540-0011 06-6947-5215社会福祉法人健勝会　大谷　好之 平 6. 7. 1内   診療所
     さくら診療所 大阪市中央区農人橋一丁目４番２常　勤:    1理事長　宮澤　祐子 新規 現存
     ０号 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804694-04200 医療法人　田中小児科〒542-0012 06-6761-4671医療法人田中小児科医田中　祥介 平 6. 7. 1小   内   アレ診療所
     医院 大阪市中央区谷町六丁目１４番２常　勤:    1院　理事長　田中　祥 組織変更 現存
     ３号 (医       1)介 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804794-04234 医療法人大織会　大織〒541-0048 06-6226-0250医療法人大織会　理事藤原　大美 平 6. 8. 1内   診療所
     診療所 大阪市中央区瓦町二丁目６番９号常　勤:    3長　藤原　大美 移転 現存
     大織健保会館２階・３階 (医       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804894-04267 フクダクリニック 〒542-0082 06-6213-5505福田　亮 福田　亮 平 6.10. 1麻   内   リハ診療所
     大阪市中央区島之内二丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号おおきに堺筋八幡町ビル８(医       1) 平24.10. 1
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 804994-04283 くすのき整形外科 〒541-0041 06-6209-6900楠　正敬 楠　正敬 平 6.12. 1整外 リハ 診療所
     大阪市中央区北浜三丁目５番２０常　勤:    1 新規 現存
     号松栄ビル３階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805094-04325 医療法人医祐会　伊藤〒542-0073 06-6213-0601医療法人医祐会　伊藤伊藤　正祐 平 7. 1. 1胃   こう 診療所
     クリニック 大阪市中央区日本橋一丁目３番１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号三共日本橋ビル４階 (医       1)伊藤　正祐 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805194-04341 曲直部クリニック 〒541-0044 06-6226-4080曲直部　裕一 曲直部　裕一 平 7. 1. 1外   内   整外診療所
     大阪市中央区伏見町二丁目５番７常　勤:    1 新規 胃   こう 循  現存
     号岡田伏見町ビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805294-04382 藤崎診療所 〒541-0051 06-6201-4957藤崎　恭大 藤崎　恭大 平 7. 1. 1耳い 診療所
     大阪市中央区備後町二丁目１番１常　勤:    2 継承 現存
     号第２野村ビル地下１階 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805394-04465 医療法人　森川眼科医〒542-0073 06-6633-9130医療法人　森川眼科医森川　明 平 7. 7. 1眼   診療所
     院 大阪市中央区日本橋二丁目５番４常　勤:    1院　理事長　森川　明 組織変更 現存
     号出口日本橋ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 805494-04515 大橋クリニック 〒541-0041 06-6231-8080大橋　博美 大橋　博美 平 7.11. 1内   循   診療所
     大阪市中央区北浜一丁目２番４号常　勤:    1 新規 現存
     大橋北浜ビル３階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805594-04523 医療法人　岩佐診療所〒542-0076 06-6643-3393医療法人　岩佐診療所岩佐　真人 平 7.10. 1皮   ひ   診療所
     大阪市中央区難波三丁目５番１７常　勤:    1　理事長　岩佐　真人 組織変更 現存
     号北極星ビル３階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805694-04564 医療法人　髙折医院 〒540-0036 06-6941-5429医療法人髙折医院　理髙折　和男 平 8. 2. 1内   小   診療所
     大阪市中央区船越町二丁目３番２常　勤:    1事長　高折　和男 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805794-04606 アイクリニック梅村 〒540-0003 06-6942-6060梅村　春彦 梅村　春彦 平 8. 4. 1内   神   神内診療所
     大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１常　勤:    1 新規 精   心内 現存
     ６番１７号岡田ビル５階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805894-04614 大須賀内科 〒542-0081 06-6243-5757大須賀　康文 大須賀　康文 平 8. 3. 1内   診療所
     大阪市中央区南船場四丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     １９号心斎橋鉄田ビル３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 805994-04622 船場センタービル白石〒541-0055 06-6262-3345白石　孝之 白石　孝之 平 8. 5. 1耳い 気食 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市中央区船場中央二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ４号船場センタービル４号館４０(医       1) 平29. 5. 1
     ３号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806094-04655 一般社団法人オリエン〒541-0056 06-6266-6440一般社団法人　オリエ 平 8. 6. 1内   循   放  診療所
     タル労働衛生協会　大大阪市中央区久太郎町一丁目９番常　勤:    2ンタル労働衛生協会　 新規 婦   現存
     阪支部メディカルクリ２６号船場Ｉ・Ｓビル２階 (医       2)代表理事　福田　吉秀 平29. 6. 1
     ニック
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806194-04663 翁眼科 〒542-0086 06-6245-6405翁　政立 翁　政立 平 8. 5. 1眼   診療所
     大阪市中央区西心斎橋一丁目４番常　勤:    1 移転 現存
     ５号御堂筋ビル４階 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806294-04713 医療法人　中田クリニ〒541-0041 06-6201-5787医療法人　中田クリニ中田　良和 平 8. 7. 1内   消   放  診療所
     ック 大阪市中央区北浜一丁目１番２１常　勤:    1ック　理事長　中田　 組織変更 現存
     号第２中井ビル８階 (医       1)良和 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 806394-04721 片岡医院 〒541-0042 06-6201-1040片岡　寛人 片岡　寛人 平 8. 9. 1麻   内   診療所
     大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806494-04739 医療法人幸生会　中林〒542-0012 06-6765-7710医療法人幸生会　理事中林　仁美 平 8. 9. 1内   消   診療所
     クリニック 大阪市中央区谷町六丁目６番７号常　勤:    1長　中林　才治 新規 現存
     第５松屋ビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806594-04747 小畠クリニック 〒542-0083 06-6211-2119小畠　昭重 小畠　昭重 平 8. 7.21内   放   整外診療所
     大阪市中央区東心斎橋二丁目５番常　勤:    1 継承 現存
     ２７号幸田ビル３Ｆ (医       1) 平29. 7.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806694-04754 任クリニック 〒540-0004 06-6768-6412任　清 任　清 平 8.10. 1脳外 内   リハ診療所
     大阪市中央区玉造二丁目１６番８常　勤:    1 新規 放   現存
     号井上ビル５階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806794-04804 医療法人　政明会　春〒541-0059 06-6245-1251医療法人　政明会　理中村　文昭 平 9. 1. 1内   外   整外診療所
     次医院 大阪市中央区博労町二丁目６番１常　勤:    3事長　春次　伸次郎 組織変更 皮   リハ 放  現存
     号 (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806894-04937 大阪メヂカルタワー黒〒541-0056 06-6251-3236前田　耕平 前田　耕平 平 9. 6. 1内   放   診療所
     坂・前田内科放射線科大阪市中央区久太郎町四丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     ３号大阪センタービル１０階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 806994-04945 今泉医院 〒541-0045 06-6231-2202今泉　太郎 今泉　太郎 平 9. 7. 1内   小   消  診療所
     大阪市中央区道修町二丁目６番６常　勤:    2 継承 現存
     号塩野日生ビル７階 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807094-05082 上西クリニック 〒540-0003 06-6944-0860上西　圀宏 上西　圀宏 平10. 5. 1神内 内   精  診療所
     大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ４番１７号ＩＣＢ森ノ宮ビル２階(医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807194-05090 和田医院 〒541-0057 06-6261-2167和田　正彦 和田　正彦 平10. 4. 1内   診療所
     大阪市中央区北久宝寺町一丁目６常　勤:    2 継承 現存
     番１４号 (医       2) 平28. 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   891 頁

 807294-05108 王眼科 〒542-0076 06-6630-1016王　孝福 王　孝福 平10.10. 1眼   診療所
     大阪市中央区難波四丁目６番８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807394-05181 河野内科クリニック 〒542-0064 06-6766-0885河野　弘司 河野　弘司 平10.12. 1内   診療所
     大阪市中央区上汐二丁目１番１６常　勤:    1 新規 現存
     号コノエビル１階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807494-05231 廣田整形外科皮膚科内〒542-0081 06-6245-3878廣田　龍二 廣田　龍二 平11. 1. 1整外 皮   内  診療所
     科クリニック 大阪市中央区南船場三丁目７番１常　勤:    1 移転 現存
     ４号北心斎橋サニービル３階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807594-05371 トミタクリニック 〒541-0047 06-6203-7636冨田　忠宏 冨田　忠宏 平11. 8. 1内   診療所
     大阪市中央区淡路町四丁目７番２常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807694-05397 山口泌尿器科 〒542-0064 06-6764-8818山口　哲男 山口　哲男 平11.11. 1ひ   診療所
     大阪市中央区上汐二丁目１番１６常　勤:    1 新規 現存
     号コノエビル３階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807794-05413 ならむらクリニック 〒541-0042 06-6205-3341望月　裕美 望月　裕美 平12. 1. 1耳い アレ 診療所
     大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビル４階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807894-05462 円尾神経科クリニック〒541-0041 06-4706-6300圓尾　和子 圓尾　和子 平12. 5. 1精   神   心内診療所
     大阪市中央区北浜三丁目１番２１常　勤:    1 新規 現存
     号　松崎ビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 807994-05470 安水内科クリニック 〒541-0054 06-6271-8418安水　悦子 安水　悦子 平12. 6. 1内   心内 皮  診療所
     大阪市中央区南本町一丁目７番１常　勤:    1 新規 精   現存
     ５号明治安田生命堺筋本町ビル５(医       1) 平30. 6. 1
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808094-05538 ながの内科クリニック〒540-0036 06-6947-5821長野　文昭 長野　文昭 平12.10. 1内   胃   小  診療所
     大阪市中央区船越町二丁目２番１常　勤:    1 新規 リハ 皮   アレ現存
     ６号ベルメゾン１０２号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808194-05579 小西メンタルクリニッ〒541-0046 06-6231-6966小西　博行 小西　博行 平12.11. 1精   神   神内診療所
     ク 大阪市中央区平野町二丁目２番９常　勤:    1 新規 心内 現存
     号ビル皿井３階 (医       1) 平24.11. 1
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 808294-05637 藤井クリニック 〒542-0081 06-6251-0111藤井　俊一郎 藤井　俊一郎 平13. 4. 1形外 皮   和漢診療所
     大阪市中央区南船場四丁目１３番常　勤:    2 新規 内   現存
     １１号ミフネビル５階 (医       2) 平25. 4. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808394-05652 医療法人財団厚生会　〒542-0066 06-6761-1421医療法人財団厚生会　川井　秀一 平13. 4. 1一般        53病院
     高津病院 大阪市中央区瓦屋町三丁目２番７常　勤:    3理事長　川井　秀一 組織変更 内   外   整外現存
     号 (医       3) 平25. 4. 1他   消   皮  
     非常勤:   22 ひ   放   
     (医      22) ０８消化器内科
     、５９血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808494-05744 医療法人　晧真会　野〒542-0072 06-6632-8700医療法人　晧真会　理植田　充治 平14. 1. 1婦   内   診療所
     村クリニック 大阪市中央区高津三丁目２番２８常　勤:    3事長　野村　真康 組織変更 現存
     号ラパンジール日本橋２階 (医       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808594-05777 宮嶋クリニック 〒541-0047 06-6226-0029宮嶋　敬司 宮嶋　敬司 平14. 1. 1内   胃   循  診療所
     大阪市中央区淡路町三丁目４番１常　勤:    2 継承 放   現存
     号第二加地ビル２階 (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808694-05793 医療法人　橋本膠原病〒541-0048 06-6231-4807医療法人　橋本膠原病橋本　尚明 平14. 2. 1リウ 内   皮  診療所
     リウマチクリニック 大阪市中央区瓦町三丁目５番７号常　勤:    3リウマチクリニック　 移転 現存
     野村不動産御堂筋ビル４階 (医       3)理事長　橋本　武則 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808794-05827 医療法人英和会　セン〒540-0025 06-6945-0789医療法人英和会　理事市川　和男 平14. 4. 1内   消   放  診療所
     タークリニック 大阪市中央区徳井町一丁目２番１常　勤:    2長　市川　和男 移転 現存
     １号英和ビル１階、２階、３階 (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808894-05843 さとう皮フ科クリニッ〒542-0081 06-6244-4112佐藤　誠紀 佐藤　誠紀 平14. 6. 1皮   形外 アレ診療所
     ク 大阪市中央区南船場３－９－１－常　勤:    2 新規 現存
     ６Ｆ (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 808994-05876 医療法人　内藤外科整〒541-0045 06-6231-1281医療法人　内藤外科整中原　治彦 平14. 4.22整外 リハ 診療所
     形外科医院 大阪市中央区道修町二丁目６番６常　勤:    1形外科医院　理事長　 移転 現存
     号塩野日生ビル１階 (医       1)中原　治彦 平26. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809094-05892 安田クリニック 〒542-0085 06-6241-5151安田　光 安田　光 平14. 4.10一般         5診療所
     大阪市中央区心斎橋筋一丁目４番常　勤:    1 継承 内   循   胃  現存
     ７号 (医       1) 平26. 4.10呼   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809194-05918 おかとう耳鼻咽喉科 〒542-0062 06-6764-4133岡東　史之 岡東　史之 平14. 7. 1耳い 診療所
     大阪市中央区上本町西五丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １号ニュー上六ビル２階 (医       1) 平26. 7. 1
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 809294-05934 ゆあさ内科 〒540-0012 06-6941-2727湯浅　隆司 湯浅　隆司 平14. 7. 1内   呼   消  診療所
     大阪市中央区谷町一丁目２番８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809394-05959 医療法人逍遥会　なか〒541-0041 06-6202-0822医療法人逍遥会　理事中川　晶 平14. 7. 1心内 内   神  診療所
     がわ中之島クリニック大阪市中央区北浜二丁目１番１４常　勤:    1長　中川　晶 組織変更 神内 皮   精  現存
     号北二ビル５階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809494-05991 うえに生協診療所 〒540-0004 06-4304-3120生活協同組合ヘルスコ金谷　 夫 平14.10. 1内   外   整外診療所
     大阪市中央区玉造一丁目８番７号常　勤:    1ープおおさか　理事長 新規 小   ひ   放  現存
     (医       1)　水野　俊和 平26.10. 1リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809594-06023 西沢クリニック 〒541-0041 06-4706-3900桑原　敬介 桑原　敬介 平14. 9. 1内   胃   診療所
     大阪市中央区北浜二丁目３番９号常　勤:    2 継承 現存
     入商八木ビル１階 (医       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809694-06098 医療法人美咲会　ふく〒540-0012 06-6940-2678医療法人美咲会　理事吹角　善隆 平15. 1. 1形外 皮   診療所
     ずみ形成外科 大阪市中央区谷町一丁目５番６号常　勤:    1長　吹角　善隆 組織変更 現存
     サンユー天満橋ビル３階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809794-06106 医療法人幸正会　内藤〒542-0081 06-6251-3336医療法人幸正会　理事内藤　幸子 平15. 1. 1眼   診療所
     眼科医院 大阪市中央区南船場三丁目５番１常　勤:    1長　内藤　幸子 組織変更 現存
     １号心斎橋フロントビル８Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809894-06171 内田皮フ科クリニック〒542-0012 06-6767-8282内田　健一郎 内田　健一郎 平15. 4. 1皮   内   診療所
     大阪市中央区谷町七丁目１番４４常　勤:    1 新規 現存
     号タンチェ谷町ビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 809994-06205 ふくずみアレルギー科〒540-0012 06-6940-2702吹 　隆之 吹 　隆之 平15. 7. 1アレ 皮   小  診療所
     大阪市中央区谷町一丁目５番６号常　勤:    1 新規 精   内   現存
     サンユー天満橋ビル　４階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810094-06221 小川眼科 〒541-0053 06-6261-0413小川　憲治 小川　憲治 平15. 6. 1眼   診療所
     大阪市中央区本町二丁目３番６号常　勤:    2 継承 現存
     　本町ビジネスビル　２階 (医       2) 平27. 6. 1
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 810194-06239 川端内科クリニック 〒542-0073 06-6634-0003川端　一史 川端　一史 平15. 9. 1内   消   胃  診療所
     大阪市中央区日本橋一丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810294-06254 心斎橋みやまえクリニ〒542-0081 06-6252-1929宮前　康之 宮前　康之 平15. 9. 1心内 神内 神  診療所
     ック 大阪市中央区南船場三丁目１１番常　勤:    1 新規 精   内   現存
     １８号郵政福祉心斎橋ビル６階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810394-06312 星光クリニック 〒542-0076 06-6484-0001島田　耕一 島田　耕一 平15. 9.18婦   皮   診療所
     大阪市中央区難波二丁目３番５号常　勤:    1 移転 現存
     ティックランドビル４階 (医       1) 平27. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810494-06361 コムネクリニック 〒542-0083 06-6120-7331小宗　弘幸 小宗　弘幸 平15.12. 1形外 皮   診療所
     大阪市中央区東心斎橋一丁目２０常　勤:    1 継承 現存
     番１４号心斎橋エルナ岩崎ビル８(医       1) 平27.12. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810594-06452 医療法人愛風会　優愛〒542-0085 06-4704-9524医療法人愛風会　理事北株　又四郎 平16. 3. 1皮   形外 内  診療所
     クリニック 大阪市中央区心斎橋筋一丁目５番常　勤:    2長　田中　勝喜 組織変更 現存
     ３０号ジ・アトリウム５階 (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810694-06460 医療法人　寺内クリニ〒542-0077 06-6213-1166医療法人寺内クリニッ寺内　勇 平16. 7. 1内   循   小  診療所
     ック 大阪市中央区道頓堀一丁目東５番常　勤:    2ク　理事長　寺内　勇 組織変更 現存
     ５号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810794-06478 医療法人太讃会　つる〒542-0076 06-4396-3900医療法人太讃会　理事鶴身　孝文 平16. 7. 1内   胃   消  診療所
     みクリニック 大阪市中央区難波四丁目２番４号常　勤:    1長　鶴身　孝文 組織変更 麻   放   精  現存
     ヤシマ御堂筋ビル６階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810894-06601 岩間クリニック 〒541-0041 06-4706-6020岩間　令道 岩間　令道 平17. 1. 8内   診療所
     大阪市中央区北浜一丁目８番１６常　勤:    1 移転 現存
     号大阪証券取引所ビル２階 (医       1) 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810994-06619 三浦皮膚科 〒541-0041 06-6203-0918滝　潤子 滝　潤子 平17. 1. 1皮   診療所
     大阪市中央区北浜一丁目８番１６常　勤:    1 移転 現存
     号大阪証券取引所ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 811094-06627 西野レディースクリニ〒540-0025 06-6941-1501 野　照代 野　照代 平17. 3. 1婦   内   診療所
     ック 大阪市中央区徳井町一丁目１番８常　勤:    1 新規 現存
     号大手前メディカルセンタービル(医       1) 平29. 3. 1
     ８・９階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811194-06668 川崎皮膚科医院 〒542-0085 06-6212-7122川﨑　紀彦 川﨑　紀彦 平17. 6. 1皮   診療所
     大阪市中央区心斎橋筋二丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     ２２号小大丸ビル４階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811294-06676 医療法人　創美会　き〒542-0076 06-6631-8111医療法人　創美会　理衣笠　哲雄 平17. 7. 1一般         2診療所
     ぬがさクリニック 大阪市中央区難波四丁目７番６号常　勤:    3事長　衣笠　哲雄 組織変更 形外 皮   現存
     Ｒ２ビル　１・２・３・４・５階(医       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811394-06684 医療法人　藤井こども〒542-0012 06-4304-5005医療法人　藤井こども藤井　雅世 平17. 7. 7小   診療所
     クリニック 大阪市中央区谷町七丁目１番５０常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号アルス谷町Ｃ’ｂａｓｅ２階 (医       1)藤井　雅世 平29. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811494-06692 医療法人　健浩会　中〒540-0028 06-6941-3926医療法人　健浩会　理中 　浩次 平17. 7. 1内   循   診療所
     西クリニック 大阪市中央区常盤町二丁目２番５常　勤:    1事長　中 　浩次 組織変更 現存
     号大阪ＨＵビル７階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811594-06726 木本クリニック 〒540-0032 06-6920-8770木本　裕由紀 木本　裕由紀 平17. 9. 1内   診療所
     大阪市中央区天満橋京町３番５号常　勤:    1 新規 現存
     　福助ビル６０１号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811694-06734 河合皮フ科医院 〒542-0076 06-6643-4054河合　公子 河合　公子 平17. 8. 1皮   診療所
     大阪市中央区難波四丁目５番３０常　勤:    1 移転 現存
     号ＬＡＱＺＡビル３階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811794-06742 医療法人今村クリニッ〒540-0001 06-4791-9900医療法人今村クリニッ今村　稔 平17.10. 1内   診療所
     ク　ＯＢＰ今村クリニ大阪市中央区城見二丁目２番２２常　勤:    3ク　理事長　今村　稔 新規 現存
     ック 号マルイトＯＢＰビル１階 (医       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811894-06775 うだ内科クリニック 〒541-0046 06-6222-4424宇多　雅信 宇多　雅信 平17.10. 1内   消   循  診療所
     大阪市中央区平野町二丁目２番９常　勤:    1 移転 現存
     号ビル皿井２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 811994-06783 ようここころのクリニ〒540-0025 06-6946-2202加藤　洋子 加藤　洋子 平17.12. 1心内 精   神  診療所
     ック 大阪市中央区徳井町一丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     １号　英和ビル５階 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 812094-06791 なかじまちあき内科ク〒540-0037 06-6910-3550中嶋　千晶 中嶋　千晶 平17.12. 1内   診療所
     リニック 大阪市中央区内平野町一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ８号エレハントビル７階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812194-06809 医療法人社団　ハイメ〒542-0081 06-6244-9701医療法人社団ハイメデ有澤　淳 平18. 1. 1内   放   診療所
     ディッククリニックＷ大阪市中央区南船場三丁目３番１常　勤:    9ィッククリニックＷＥ 新規 現存
     ＥＳＴ ７号ホテルトラスティ心斎橋２階(医       9)ＳＴ　理事長　中村　 平30. 1. 1
     ・地下１階 非常勤:    8仁信
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812294-06817 医療法人　後藤内科ク〒540-0012 06-6946-8778医療法人後藤内科クリ後藤　顯 平18. 1. 1内   循   リハ診療所
     リニック 大阪市中央区谷町一丁目３番５号常　勤:    1ニック　理事長　後藤 組織変更 現存
     アンフィニィ・天満橋２Ｆ (医       1)　顯 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812394-06858 医療法人翔永会　飯島〒542-0081 06-6243-5401医療法人翔永会　理事松尾　祥弘 平18. 1. 1内   放   診療所
     クリニック 大阪市中央区南船場三丁目５番１常　勤:    2長　松尾　祥弘 組織変更 現存
     １号心斎橋フロントビル７・８・(医       2) 平30. 1. 1
     ９Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812494-06866 医療法人二天会　久保〒542-0081 06-6260-2577医療法人二天会　理事久保　 一 平18. 1. 1こう 胃   外  診療所
     こう門胃腸科クリニッ大阪市中央区南船場一丁目１番３常　勤:    1長　久保　 一 組織変更 現存
     ク 号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812594-06874 医療法人十美会　トキ〒542-0081 06-6241-6663医療法人十美会　理事小村　十樹子 平18. 1. 1皮   内   和漢診療所
     コクリニック 大阪市中央区南船場四丁目７番６常　勤:    6長　小村　十樹子 組織変更 漢方内科 現存
     号心斎橋中央ビル６階 (医       6) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812694-06882 杉林内科クリニック 〒541-0043 06-6202-2212杉林　正章 杉林　正章 平18. 2. 1内   循   呼  診療所
     大阪市中央区高麗橋一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     １号北浜旭ビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812794-06890 医療法人永江会　永江〒542-0083 06-6252-3387医療法人永江会　理事永江　温 平18. 1. 6耳い 気食 診療所
     耳鼻咽喉科心斎橋診療大阪市中央区東心斎橋一丁目１９常　勤:    1長　永江　温 移転 現存
     所 番６号　東山ビル３階 (医       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 812894-06973 ちかまつクリニック 〒541-0042 06-6654-5555近松　典子 近松　典子 平18. 7. 1精   神   心内診療所
     大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビル５階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 812994-06999 きむら心斎橋クリニッ〒542-0081 06-6282-5888木村　宜仁 木村　宜仁 平18. 7. 1整外 内   診療所
     ク 大阪市中央区南船場三丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号心斎橋ワダビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813094-07005 船場医院大山 〒541-0056 06-6251-6149大山　司 大山　司 平18. 7. 1内   胃   外  診療所
     大阪市中央区久太郎町四丁目２番常　勤:    1 新規 皮   現存
     ７号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813194-07013 高田ようこアイクリニ〒541-0042 06-4706-5858髙田　洋子 髙田　洋子 平18. 9. 1眼   診療所
     ック 大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビル５階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813294-07021 マキムラクリニック 〒542-0012 06-6761-4125牧村　智広 牧村　智広 平18. 9. 1心内 神   精  診療所
     大阪市中央区谷町六丁目３番１６常　勤:    1 新規 現存
     号三幸ビル４階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813394-07070 高見眼科 〒542-0076 06-6634-3800高見　滝子 高見　滝子 平18.11. 1眼   診療所
     大阪市中央区難波三丁目５番１１常　勤:    1 新規 現存
     号東亜ビル５階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813494-07096 医療法人　聖和会　早〒542-0086 06-6245-2100医療法人聖和会　理事早川　謙一 平18.10. 1婦   ひ   皮  診療所
     川クリニック 大阪市中央区西心斎橋一丁目４番常　勤:    1長　早川　謙一 移転 内   現存
     ５号御堂筋ビル５階 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813594-07120 じょうまえクリニック〒542-0066 06-6762-1111城前　仁 城前　仁 平19. 2. 1内   循   消  診療所
     大阪市中央区瓦屋町１－１２－１常　勤:    1 新規 アレ 現存
     アトラＢＬＤＧ　２Ｆ・３Ｆ　 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813694-07138 うづら医院 〒541-0059 06-6264-5131卯津羅　祥子 卯津羅　祥子 平19. 1. 1内   診療所
     大阪市中央区博労町一丁目６番１常　勤:    1 継承 現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813794-07179 大橋医院 〒541-0056 06-6245-6188大橋　藏一 大橋　藏一 平19. 4. 1内   放   診療所
     大阪市中央区久太郎町三丁目５番常　勤:    1 移転 現存
     １７号リバティ御堂筋本町ビル１(医       1) 平25. 4. 1
     ０階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 813894-07187 にしむら耳鼻咽喉科ク〒542-0012 06-6761-0265西村　将人 西村　将人 平19. 6. 1耳い アレ 診療所
     リニック 大阪市中央区谷町六丁目１番１４常　勤:    1 新規 現存
     号谷町大治ビル６階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 813994-07195 オカダクリニック 〒541-0053 06-6263-7227岡田　光弘 岡田　光弘 平19. 6. 1心内 精   皮  診療所
     大阪市中央区本町二丁目３番４号常　勤:    1 新規 アレ 現存
     アソルティ本町１階－Ａ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814094-07211 一般財団法人緒方洪庵〒541-0042 06-6231-3255一般財団法人緒方洪庵緒方　高志 平19. 5. 1産婦 診療所
     記念財団　くりにっく大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1記念財団　理事長　緒 移転 現存
     おがた 号緒方ビル３階 (医       1)方　高志 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814194-07237 みつもとレディースク〒542-0081 06-6263-2631光本　隆吉 光本　隆吉 平19. 7. 1婦   診療所
     リニック 大阪市中央区南船場一丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号南船場Ｍ２１ビル１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814294-07294 一般財団法人　大阪漢〒542-0083 06-6252-2526一般財団法人大阪漢方中本　佳代子 平19. 7. 1内   心内 アレ診療所
     方医学振興財団附属診大阪市中央区東心斎橋一丁目２番常　勤:    1医学振興財団　理事長 移転 現存
     療所 １７号第一住建東心斎橋ビル地下(医       1)　中本　佳代子 平25. 7. 1
     １階 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814394-07344 医療法人永仁会　永吉〒542-0085 06-4704-6615医療法人永仁会　理事安部　泰雄 平19.10. 1眼   診療所
     眼科 大阪市中央区心斎橋筋一丁目９番常　勤:    1長　永吉　盛人 移転 現存
     ８号敬和ビル５階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814494-07351 医療法人　松本内科ク〒542-0012 06-6768-6611医療法人松本内科クリ松本　淳 平19.10. 1内   消   循  診療所
     リニック 大阪市中央区谷町六丁目３番２号常　勤:    1ニック　理事長　松本 移転 呼   放   現存
     (医       1)　淳 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814594-07369 船場森野クリニック 〒541-0058 06-6267-6601森野　髙晴 森野　髙晴 平19.10. 1内   外   消  診療所
     大阪市中央区南久宝寺町二丁目１常　勤:    1 継承 現存
     番９号船場メディカルビル３階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814694-07427 医療法人一山十会　ク〒542-0081 06-6252-8115医療法人一山十会　理山本　有貴 平20. 1. 1内   形外 皮  診療所
     リニーク大阪心斎橋 大阪市中央区南船場三丁目１２番常　勤:    3事長　加藤　健一 組織変更 現存
     ３号心斎橋セントビル５階 (医       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 814794-07435 一般財団法人　大阪府〒540-0008 06-6943-1234一般財団法人大阪府警小野　恵子 平20. 2. 4内   心内 放  診療所
     警察職員互助会診療所大阪市中央区大手前三丁目１番１常　勤:    2察職員互助会　代表理 移転 現存
     １号大阪府警察本部内 (医       2)事　金治　健二 平26. 2. 4
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814894-07468 リボン・ロゼ田中完児〒541-0042 06-6777-3663田中　完児 田中　完児 平20. 6. 1外   診療所
     乳腺クリニック 大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビル６階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 814994-07476 ヤマトペインクリニッ〒542-0012 06-6764-0873山上　裕章 山上　裕章 平20. 6. 1内   麻   診療所
     ク 大阪市中央区谷町九丁目１番１８常　勤:    1 新規 現存
     号アクセス谷町ビル１階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815094-07526 虎谷診療所 〒541-0043 06-6228-1307虎谷　けい子 虎谷　けい子 平20. 8. 1内   アレ 診療所
     大阪市中央区高麗橋一丁目５番１常　勤:    1 移転 現存
     ４号メゾンドール高麗橋８０１ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815194-07534 淀屋橋ちば形成外科皮〒541-0042 06-6205-3790千葉　容子 千葉　容子 平20.10. 1形外 皮   診療所
     膚科クリニック 大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビル３階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815294-07542 なかがわ心のクリニッ〒540-0027 06-6136-7233中川　明彦 中川　明彦 平20.10. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市中央区鎗屋町二丁目２番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815394-07617 医療法人恵愛会　すこ〒540-0032 06-6949-6540医療法人恵愛会　理事多田　明央 平21. 1. 1内   診療所
     やかクリニック 大阪市中央区天満橋京町１番２７常　勤:    1長　松本　尚 組織変更 現存
     号ファラン天満橋６階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815494-07641 医療法人ケイズ会　茶〒542-0085 06-4963-7711医療法人ケイズ会　理井手　一夫 平21. 3. 1産婦 診療所
     屋町レディースクリニ大阪市中央区心斎橋筋一丁目５－常　勤:    1事長　奥　久人 新規 現存
     ック心斎橋 １８藤井ビル２階 (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815594-07658 医療法人　山田医院 〒542-0012 06-6762-0936医療法人山田医院　理山田　洋 平21. 2. 1内   診療所
     大阪市中央区谷町六丁目１７番２常　勤:    1事長　山田　洋 移転 現存
     １号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 815694-07682 新長堀診療所 〒542-0082 06-6251-0501大西　光英 大西　光英 平21. 4. 1内   放   診療所
     大阪市中央区島之内一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815794-07716 笹岡クリニック 〒542-0067 06-6762-1360笹岡　正弘 笹岡　正弘 平21. 4. 1内   診療所
     大阪市中央区松屋町３番２３号松常　勤:    1 移転 現存
     屋タワー２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815894-07724 医療法人ハマノ眼科　〒542-0076 06-6633-2200医療法人ハマノ眼科　濱野　保 平21. 4. 1眼   診療所
     ナンバ診療所 大阪市中央区難波五丁目１番６０常　勤:    1理事長　濱野　保 移転 現存
     号なんばＣＩＴＹ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 815994-07732 そうしん堂レディスメ〒540-0012 06-6947-5561医療法人爽神堂　理事堀内　麻美 平21. 7. 1精   心内 診療所
     ンタルクリニック 大阪市中央区谷町三丁目１－２５常　勤:    1長　本多　義治 新規 現存
     クレール大手前ソリスト３０３号(医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816094-07799 一般社団法人おおさか〒541-0056 06-6251-0929一般社団法人おおさか藤本　修 平21.10. 1心内 神内 精  診療所
     メンタルヘルスケア研大阪市中央区久太郎町三丁目３番常　勤:    1メンタルヘルスケア研 新規 現存
     究所　附属クリニック９号 (医       1)究所　代表理事　藤本 平27.10. 1
     非常勤:    3　修
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816194-07807 繁田内科クリニック 〒541-0042 06-6201-2220繁田　浩史 繁田　浩史 平21.10. 1内   診療所
     大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビルクリニックセンター地(医       1) 平27.10. 1
     下１階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816294-07823 菅尾眼科 〒542-0062 06-6761-8814菅尾　光子 菅尾　光子 平21. 9. 1眼   診療所
     大阪市中央区上本町西五丁目３番常　勤:    1 移転 現存
     ９号佐伯クリニックビル３階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816394-07831 加納医院 〒540-0004 06-6762-3618加納　東彦 加納　東彦 平21.10. 1内   小   診療所
     大阪市中央区玉造一丁目１１番３常　勤:    2 継承 現存
     号 (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816494-07864 医療法人いちょう会　〒541-0042 06-6202-6566医療法人いちょう会　江副　康正 平22. 1. 1内   診療所
     石川消化器内科 大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    2理事長　石川　秀樹 組織変更 現存
     号緒方ビル２階 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 816594-07914 北浜よしおか内科クリ〒541-0043 06-6202-3330吉岡　秀樹 吉岡　秀樹 平22. 4. 1内   消   診療所
     ニック 大阪市中央区高麗橋一丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     号ザ・北浜プラザ３Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816694-07955 医療法人東迎会　東迎〒542-0081 06-6281-1552医療法人　東迎会　理東迎　高意 平22. 5. 1整外 リハ 外  診療所
     クリニック 大阪市中央区南船場三丁目３番５常　勤:    1事長　東迎　高意 移転 内   現存
     号ＯＫＴビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816794-07963 かすや整形外科クリニ〒542-0012 06-6767-1118加須屋　崇 加須屋　崇 平22. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 大阪市中央区谷町六丁目２番３０常　勤:    1 新規 現存
     号川島ビル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816894-07971 医療法人　夢生会　Ｙ〒542-0084 06-6484-0095医療法人　夢生会　理安岡　髙志 平22. 9. 1内   外   皮  診療所
     Ｍメトロクリニック 大阪市中央区宗右衛門町２番１３常　勤:    1事長　保木　昌徳 新規 循   現存
     号メトロポリタンビル１階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 816994-07989 ひらいクリニック 〒542-0081 06-6125-5350平井　今日子 平井　今日子 平22.10. 1内   外   消  診療所
     大阪市中央区南船場三丁目２番６常　勤:    1 新規 こう 婦   形外現存
     号大阪農林会館ビルＢ－１ (医       1) 平28.10. 1心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817094-08003 鮫島こころクリニック〒541-0053 06-6266-0160鮫島　章郎 鮫島　章郎 平22.11. 1心内 精   内  診療所
     大阪市中央区本町三丁目５番２号常　勤:    1 新規 小   現存
     辰野本町ビル３Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817194-08011 医療法人　栗山クリニ〒541-0056 06-6251-2556医療法人　栗山クリニ栗山　大作 平22.10. 1内   婦   リハ診療所
     ック 大阪市中央区久太郎町三丁目２番常　勤:    1ック　理事長　栗山　 移転 現存
     １５号三休橋エクセルビル北館２(医       1)大作 平28.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817294-08045 医療法人　白永会　コ〒541-0058 06-6271-8801医療法人　白永会　理河平　一宏 平23. 1. 1皮   アレ 診療所
     スモメディカルクリニ大阪市中央区南久宝寺町二丁目１常　勤:    1事長　河平　一宏 組織変更 現存
     ック 番９号船場メディカルビル８Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817394-08052 ＡＪクリニック 〒542-0086 06-6251-2012中村　純 中村　純 平23. 1. 1麻   形外 診療所
     大阪市中央区西心斎橋一丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     １０号シエロアズールビル４Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817494-08060 吉田クリニック 〒540-0026 06-6926-4114吉田　篤 吉田　篤 平23. 3. 1心内 神   精  診療所
     大阪市中央区内本町一丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号谷四スクエアビル　４Ｆ (医       1) 平29. 3. 1
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 817594-08086 いりさわ心と体のクリ〒542-0076 06-6635-5501入澤　聡 入澤　聡 平23. 4. 1心内 精   診療所
     ニック 大阪市中央区難波三丁目７番１２常　勤:    1 新規 現存
     号ＧＰ・ＧＡＴＥビル３Ｆ　３０(医       1) 平29. 4. 1
     ２号 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817694-08144 医療法人　松澤呼吸器〒542-0086 06-6120-3177医療法人　松澤呼吸器松澤　邦明 平23. 7. 1一般         5診療所
     クリニック 大阪市中央区西心斎橋１丁目１２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   呼   現存
     番１１号アーバンスタイル心斎橋(医       1)松澤　邦明 平29. 7. 1
     ２階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817794-08151 吉田整形外科クリニッ〒542-0083 06-6484-7754吉田　雄吾 吉田　雄吾 平23. 9. 1整外 リハ 診療所
     ク 大阪市中央区東心斎橋１丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １４号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817894-08169 医療法人七覚会　ウィ〒542-0081 06-6282-5151医療法人七覚会　理事大澤　俊嗣 平23. 9. 1皮   診療所
     ルクリニック 大阪市中央区南船場３丁目１２番常　勤:    1長　大澤　俊嗣 新規 現存
     ９号心斎橋プラザビル東館１２Ｆ(医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 817994-08227 医療法人貴島会　貴島〒542-0086 06-6226-8845医療法人貴島会　理事柳田　育久 平23.12. 1整外 診療所
     会クリニック 大阪市中央区西心斎橋１丁目１０常　勤:    1長　貴島　秀樹 移転 現存
     番２８号心斎橋Ｍビル２階 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818094-08235 医療法人ラ・クォール〒541-0053 06-6125-1250医療法人ラ・クォール瀧野　敏子 平24. 1. 1内   婦   皮  診療所
     会　ラ・クォール本町大阪市中央区本町三丁目５番２号常　勤:    1会　理事長　瀧野　敏 組織変更 消   現存
     クリニック 辰野本町ビル２階 (医       1)子 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818194-08243 医療法人　華風会　ザ〒541-0043 06-4707-8700医療法人　華風会　理宗本　由美 平24. 1. 1耳い 皮   アレ診療所
     ・北浜タワー耳鼻咽喉大阪市中央区高麗橋一丁目７番３常　勤:    1事長　久保　伸夫 組織変更 現存
     科皮膚科クリニック 号Ｔｈｅ　ｋｉｔａｈａｍａ　Ｐ(医       1) 平30. 1. 1
     ＬＡＺＡ３階 非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818294-08250 一般財団法人　大阪市〒540-0008 06-4792-7080一般財団法人　大阪市大西　康夫 平24. 2. 1内   診療所
     環境保健協会　附設診大阪市中央区大手前２丁目１番７常　勤:    2環境保健協会　理事長 新規 現存
     療所 号大阪赤十字会館７階 (医       2)　檜垣　洋次 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 818394-08268 谷口レディースクリニ〒542-0073 06-6211-8211谷口　幸一 谷口　幸一 平24. 2. 1婦   診療所
     ック 大阪市中央区日本橋１－３－１三常　勤:    1 新規 現存
     共日本橋ビル９階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818494-08284 医療法人　下肢静脈瘤〒541-0043 06-6121-2368医療法人　下肢静脈瘤坂田　雅宏 平24. 1. 1外   診療所
     研究会　坂田血管外科大阪市中央区高麗橋一丁目７番３常　勤:    1研究会　理事長　坂田 組織変更 現存
     クリニック 号Ｔｈｅ　Ｋｉｔａｈａｍａ　Ｐ(医       1)　雅宏 平30. 1. 1
     ＬＡＺＡ３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818594-08292 医療法人　 西形成外〒541-0053 06-6251-2217医療法人　 西形成外 西　健一郎 平24. 1. 1形外 皮   診療所
     科 大阪市中央区本町３丁目６番地４常　勤:    1科　理事長　 西　健 組織変更 現存
     号本町ガーデンシティ２階 (医       1)一郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818694-08300 あっとほーむクリニッ〒542-0063 06-6777-8197藤井　学 藤井　学 平24. 4. 1整外 麻   内  診療所
     ク 大阪市中央区東平２－４－３リデ常　勤:    1 新規 皮   現存
     ィアランス上町台３０１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818794-08318 宮本内科 〒541-0041 06-6231-0650宮本　理恵 宮本　理恵 平24. 2.10内   消   循  診療所
     大阪市中央区北浜３丁目１番８号常　勤:    1 継承 呼   放   現存
     (医       1) 平30. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818894-08334 関西医科大学　天満橋〒540-0008 06-6943-2260学校法人　関西医科大浦上　昌也 平24. 4. 1内   眼   耳い診療所
     総合クリニック 大阪市中央区大手前一丁目７番３常　勤:    5学　理事長　山下　敏 組織変更 皮   婦   放  現存
     １号ＯＭＭビル３階 (医       5)夫 平30. 4. 1精   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 818994-08342 山田メンタルクリニッ〒542-0061 06-6770-5857山田　一郎 山田　一郎 平24. 6. 1心内 精   診療所
     ク 大阪市中央区安堂寺町１－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ３藤本ビル３階 (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819094-08359 医療法人翠生会　中澤〒542-0012 06-6767-2233医療法人翠生会　理事中澤　みどり 平24. 6. 1眼   診療所
     眼科 大阪市中央区谷町７丁目２番２８常　勤:    1長　中澤　みどり 移転 現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819194-08383 医療法人　雄仁会　す〒542-0081 06-6244-8343医療法人　雄仁会　理周藤　雄二 平24. 7. 1婦   産   診療所
     とうレディースクリニ大阪市中央区南船場３丁目１１番常　勤:    1事長　周藤　雄二 組織変更 現存
     ック ２４号東京都市開発御堂筋ビル４(医       1) 平24. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 819294-08391 医療法人　藤広育生会〒542-0082 06-6213-6677医療法人　藤広育生会藤田　富雄 平24. 7. 1内   婦   診療所
     　ふじたクリニック 大阪市中央区島之内二丁目１１番常　勤:    1　理事長　藤田　富雄 組織変更 現存
     ２０号島之内ビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819394-08409 大阪リウマチ・膠原病〒542-0081 06-4708-8816西本　憲弘 西本　憲弘 平24.12. 1リウ アレ 内  診療所
     クリニック 大阪市中央区南船場四丁目４番１常　勤:    1 新規 整外 現存
     ０号辰野心斎橋ビル５階 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819494-08441 ＡＭＡ　Ｃｌｉｎｉｃ〒541-0047 06-4963-3473天方　義郎 天方　義郎 平25. 5. 1内   消   診療所
     　淡路町院 大阪市中央区淡路町３－２－１３常　勤:    1 新規 現存
     ＺｅＬＫＯＶＡ　ＱＵＡＴＴＲＯ(医       1) 平25. 5. 1
     　３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819594-08466 たがや内科 〒540-0003 06-6945-7731多賀谷　昌史 多賀谷　昌史 平25. 5. 1内   循   診療所
     大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３０号ビエラ森ノ宮３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819694-08490 医療法人　神明会　ソ〒541-0041 06-6228-1313医療法人　神明会　理印藤　八尋 平25. 6. 1内   皮   アレ診療所
     ラリス淀屋橋クリニッ大阪市中央区北浜三丁目７番１２常　勤:    1事長　印藤　八郎 新規 現存
     ク 号京阪御堂筋ビル　地下１階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819794-08524 梁川クリニック 〒542-0081 06-6809-3368梁川　厚子 梁川　厚子 平25. 6. 1皮   形外 婦  診療所
     大阪市中央区南船場３－５－２８常　勤:    1 移転 現存
     富士ビル南船場６Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819894-08540 宋こどものこころ醫院〒540-0004 06-4303-5683宋　大光 宋　大光 平25. 8. 1精   心内 診療所
     大阪市中央区玉造１－５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 819994-08565 医療法人　遼蓮会　柳〒540-0012 06-6948-5166医療法人　遼蓮会　理柳生　隆一郎 平25. 7. 1内   外   消  診療所
     生クリニック 大阪市中央区谷町４丁目４番１５常　勤:    1事長　柳生　隆一郎 組織変更 皮   現存
     号淺沼谷町マンション１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820094-08573 医療法人　正有会　か〒540-0013 06-4790-6511医療法人　正有会　理堅田　明浩 平25. 7. 1内   ひ   診療所
     ただクリニック 大阪市中央区内久宝寺町３丁目１常　勤:    1事長　堅田　明浩 組織変更 現存
     番１３号ハイグレード谷五１階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820194-08599 医療法人　西恵会　西〒541-0051 06-6201-0317医療法人　西恵会　理西川　潔 平25. 9. 1婦   内   放  診療所
     川婦人科内科クリニッ大阪市中央区備後町４－１－３御常　勤:    5事長　西川　典子 移転 現存
     ク 堂筋三井ビル１階 (医       5) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 820294-08607 益田クリニック 〒542-0081 06-6243-9770益田　元子 益田　元子 平25. 9. 1内   心内 精  診療所
     大阪市中央区南船場４丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     ２６号小倉屋山本本店ビル６階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820394-08615 クマタカ小林クリニッ〒541-0057 06-6252-2108小林　光男 小林　光男 平25. 9. 1内   診療所
     ク 大阪市中央区北久宝寺町３丁目６常　勤:    1 移転 現存
     番１１号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820494-08631 医療法人　瑞月会　か〒542-0083 06-4704-7333医療法人　瑞月会　理西川　瑞穂 平25.11. 1精   心内 診療所
     く・にしかわ診療所 大阪市中央区東心斎橋１丁目９番常　勤:    1事長　西川　瑞穂 移転 現存
     ６号 (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820594-08649 阪尾なんばメンタルク〒542-0076 06-6646-1789阪尾　学 阪尾　学 平26. 1. 1精   心内 診療所
     リニック 大阪市中央区難波４丁目５番３０常　勤:    1 移転 現存
     号ニイタカＬＡＱＺＡビル２階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820694-08656 医療法人　紀映会　レ〒541-0043 06-6202-8739医療法人　紀映会　理奥　裕嗣 平26. 1. 1産婦 診療所
     ディースクリニック北大阪市中央区高麗橋一丁目７番３常　勤:    1事長　奥　裕嗣 組織変更 現存
     浜 号Ｔｈｅ　Ｋｉｔａｈａｍａ　Ｐ(医       1) 平26. 1. 1
     ＬＡＺＡ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820794-08672 井村眼科 〒542-0081 06-6282-0806井村　尚樹 井村　尚樹 平26. 1. 1眼   診療所
     大阪市中央区南船場３丁目６番２常　勤:    1 継承 現存
     ０号タナカ心斎橋ビル２階 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820894-08706 ナカトミファティーグ〒541-0043 06-6233-6136中富　康仁 中富　康仁 平26. 4. 1内   心内 精  診療所
     ケアクリニック 大阪市中央区高麗橋４－５－１２常　勤:    1 新規 麻   現存
     ＴＥＲＡＳＯＭＡビル２階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 820994-08722 アサイクリニック 〒542-0085 06-6213-9629浅井　哲 浅井　哲 平26. 4. 1内   皮   診療所
     大阪市中央区心斎橋筋２丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号ジャパンライフビル３階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821094-08730 羽田内科 〒541-0059 06-6241-1300羽田　囘 羽田　囘 平26. 3. 1内   診療所
     大阪市中央区博労町４丁目３－１常　勤:    1 移転 現存
     ２ミドーエルファンビル７階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 821194-08755 医療法人財団医親会　〒540-0001 06-6941-8686医療法人財団医親会　惠谷　秀紀 平26. 4. 1内   循   消  診療所
     ＯＢＰクリニック 大阪市中央区城見二丁目２番５３常　勤:    4理事長　家中　隆 組織変更 放   眼   皮  現存
     号大阪東京海上日動ビルディング(医       4) 平26. 4. 1
     ４階 非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821294-08789 水上クリニック 〒542-0067 06-6768-5858水上　健之亮 水上　健之亮 平26. 7. 1耳い 形外 診療所
     大阪市中央区松屋町３番２９号水常　勤:    1 新規 現存
     上ビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821394-08805 医療法人啓和会　丸川〒540-0025 06-6944-0006医療法人啓和会　理事丸川　恭子 平26. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 大阪市中央区徳井町一丁目１番８常　勤:    1長　丸川　治 組織変更 現存
     号大手前ＮＴビル２階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821494-08813 医療法人　本町皮フ科〒541-0047 06-6222-2228医療法人本町皮フ科ク染野　綾子 平26. 7. 1皮   診療所
     クリニック 大阪市中央区淡路町３丁目２番１常　勤:    1リニック　理事長　染 組織変更 現存
     ３号ＺＥＬＫＯＶＡ　ＱＵＡＴＴ(医       1)野　綾子 平26. 7. 1
     ＲＯ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821594-08821 医療法人厚匠会　うえ〒541-0053 06-6251-8290医療法人厚匠会　理事上田　厚夫 平26. 7. 1内   消   診療所
     だ医院 大阪市中央区本町四丁目２番１２常　勤:    1長　上田　厚夫 組織変更 現存
     号東芝大阪ビル４階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821694-08839 ＯＷＬクリニック 〒542-0086 06-6282-7987片上　徹也 片上　徹也 平26. 9. 1精   内   皮  診療所
     大阪市中央区西心斎橋１－９－２常　勤:    1 新規 現存
     ８リーストラクチャー西心斎橋ビ(医       1) 平26. 9. 1
     ル３１９号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821794-08847 ＭＡクリニック心斎橋〒542-0086 06-6244-3500谷川　知子 谷川　知子 平26.10. 1形外 皮   診療所
     大阪市中央区西心斎橋１丁目１３常　勤:    1 継承 現存
     番１５号三栄心斎橋ビル６Ｆ (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821894-08854 本町　林クリニック 〒541-0053 06-6226-8451林　宏明 林　宏明 平26.11. 1内   呼内 循  診療所
     大阪市中央区本町３丁目２番６号常　勤:    1 新規 現存
     本町ドリームビル１階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 821994-08870 医療法人創正会　イワ〒542-0085 06-6252-0418医療法人創正会　理事岩崎　直樹 平26.12. 1眼   診療所
     サキ眼科医院 大阪市中央区心斎橋筋１丁目４番常　勤:    1長　岩崎　直樹 移転 現存
     ２７号 (医       1) 平26.12. 1
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 822094-08896 医療法人　むらのクリ〒541-0045 06-6228-3232医療法人むらのクリニ村野　実之 平27. 1. 1内   胃   診療所
     ニック 大阪市中央区道修町４丁目４番１常　勤:    2ック　理事長　村野　 組織変更 現存
     ０号ＫＤＸ小林道修町ビル１階 (医       2)実之 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822194-08912 医療法人　こころのク〒541-0054 06-6226-7463医療法人こころのクリ和田　彰 平27. 1. 1心内 精   診療所
     リニック和 大阪市中央区南本町２丁目２番９常　勤:    1ニック和　理事長　和 組織変更 現存
     号辰野南本町ビル１階 (医       1)田　彰 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822294-08920 医療法人正育会　春木〒542-0081 06-6281-3788医療法人正育会　理事春木　篤 平27. 1. 1婦   診療所
     レディースクリニック大阪市中央区南船場３丁目１２番常　勤:    1長　春木　篤 組織変更 現存
     ９号心斎橋プラザビル東館８階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822394-08946 医療法人一尚会　いち〒542-0073 06-6645-7830医療法人一尚会　理事一岩　智明 平27. 3. 1心内 精   診療所
     メンタルクリニック 大阪市中央区日本橋１丁目１７番常　勤:    2長　一岩　智明 移転 現存
     １７号ピカソ日本一ビル２階 (医       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822494-08953 わたなべクリニック 〒541-0043 06-6224-0511渡邉　健一 渡邉　健一 平27. 4.13心内 精   診療所
     大阪市中央区高麗橋１丁目７－３常　勤:    1 新規 現存
     北浜プラザ２階 (医       1) 平27. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822594-08979 医療法人徳友会　きむ〒540-0003 06-6940-4553医療法人徳友会　理事木村　匡秀 平27. 5. 1整外 診療所
     ら整形外科クリニック大阪市中央区森ノ宮中央二丁目１常　勤:    1長　木村　泰徳 新規 現存
     番７０号もりのみやキューズモー(医       1) 平27. 5. 1
     ルＢＡＳＥ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822694-08995 医療法人晧真会　野村〒542-0076 06-6633-4178医療法人晧真会　理事野村　真康 平27. 6. 1婦   内   診療所
     クリニックなんば院 大阪市中央区難波四丁目４番４号常　勤:    2長　野村　真康 新規 現存
     ６階 (医       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822794-09100 日本経済新聞社大阪本〒541-0043 06-7639-6614株式会社　日本経済新金丸　昭久 平27. 6. 1内   診療所
     社診療所 大阪市中央区高麗橋１丁目４番２常　勤:    1聞社　代表取締役　岡 移転 現存
     号 (医       1)田　直敏 平27. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 822894-09118 医療法人一尚会　いち〒542-0073 06-6213-7830医療法人　一尚会　理池下　克実 平27. 7. 1心内 精   診療所
     メンタルクリニック日大阪市中央区日本橋１丁目３番１常　勤:    1事長　一岩　智明 新規 現存
     本橋 号三共日本橋ビル５階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 822994-09126 医療法人創夢会　森ノ〒540-0003 06-6314-6422医療法人創夢会　理事福島　実花 平27. 7. 1眼   診療所
     宮むさしドリーム眼科大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１常　勤:    1長　武藏　国弘 新規 現存
     番７０号もりのみやキューズモー(医       1) 平27. 7. 1
     ルＢＡＳＥ２０４区画
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823094-09134 前久保クリニック 〒540-0012 06-6946-3454前久保　邦昭 前久保　邦昭 平27. 6. 1精   心内 診療所
     大阪市中央区谷町１丁目２番６号常　勤:    1 移転 現存
     京阪谷町ビル３Ｆ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823194-09142 医療法人恵聖会　恵聖〒542-0083 06-6252-5650医療法人恵聖会　理事宮里　裕 平27. 6.18外   形外 皮  診療所
     会クリニック心斎橋院大阪市中央区東心斎橋一丁目７番常　勤:    1長　鬼頭　恵司 移転 ひ   婦   現存
     ３０号２１心斎橋ビル８Ｆ (医       1) 平27. 6.18
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823294-09159 医療法人壱燈会　なん〒542-0076 06-6645-1455医療法人壱燈会　理事永田　利彦 平27. 7. 1心内 精   診療所
     ば・ながたメンタルク大阪市中央区難波３丁目５番８号常　勤:    1長　永田　利彦 組織変更 現存
     リニック 三栄御堂筋ビル３Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823394-09167 有本乳腺外科クリニッ〒541-0048 06-6222-0180有本　裕一 有本　裕一 平27. 9. 1外   内   診療所
     ク本町 大阪市中央区瓦町３－２－１５瓦常　勤:    1 新規 現存
     町ウサミビル３Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823494-09175 医療法人ケイズ会　茶〒541-0048 06-6202-7788医療法人ケイズ会　理倉田　眞紀子 平27. 9. 1産婦 診療所
     屋町レディースクリニ大阪市中央区瓦町３丁目２番１５常　勤:    1事長　奥　久人 新規 現存
     ック本町 号瓦町ウサミビル　２階 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823594-09191 こいえ内科医院 〒540-0003 06-4790-8177鯉江　基哉 鯉江　基哉 平27.10. 1内   診療所
     大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番７０号もりのみやキューズモー(医       1) 平27.10. 1
     ルＢＡＳＥ２Ｆ
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 823694-09209 医療法人　しばた皮フ〒540-0003 06-6910-1838医療法人しばた皮フ科芝田　孝一 平27.10. 1皮   アレ 診療所
     科クリニック 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     番３０号ビエラ森ノ宮３階３０４(医       1)芝田　孝一 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823794-09225 女性医療クリニックＬ〒542-0086 06-6251-7505医療法人ＬＥＡＤＩＮ二宮　典子 平27.11. 1ひ   婦   内  診療所
     ＵＮＡ心斎橋 大阪市中央区西心斎橋１丁目１３常　勤:    2Ｇ　ＧＩＲＬＳ　理事 新規 現存
     番２１号コーニッシュビル６階 (医       2)長　関口　由紀 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823894-09233 医療法人悠仁会　北浜〒541-0042 06-6227-8809医療法人悠仁会　理事瀬浦　敏志 平27.11. 1心内 精   診療所
     クリニック 大阪市中央区今橋一丁目７番２号常　勤:    1長　稲田　泰之 新規 現存
     北浜山富ビル３階 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 823994-09241 医療法人愛香会　奥山〒542-0085 06-4963-3283医療法人愛香会　理事奥山　輝実 平28. 1. 1内   診療所
     医院 大阪市中央区心斎橋筋一丁目１番常　勤:    1長　奧山　輝実 新規 現存
     ５号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824094-09258 ゴゥクリニック 〒540-0008 06-6232-8111渡 　徹也 渡 　徹也 平28. 1. 1内   神内 心内診療所
     大阪市中央区大手前１丁目６－４常　勤:    1 移転 精   現存
     リップル天満橋ビル２Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824194-09290 リンダ女子クリニック〒540-0008 06-6942-6363山本　理江 山本　理江 平28. 1. 1心内 精   診療所
     大阪市中央区大手前１丁目７番３常　勤:    1 移転 現存
     １号ＯＭＭビル地下１階　Ｎ－Ｂ(医       1) 平28. 1. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824294-09308 いわもとクリニック 〒542-0081 06-6484-5208岩本　和峻 岩本　和峻 平28. 3. 1整外 リハ 耳い診療所
     大阪市中央区南船場３丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     １号心斎橋フロントビル４Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824394-09316 心斎橋スリーアローク〒542-0081 06-6121-6701医療法人社団陽洲会　田中　陽一郎 平28. 5. 1内   診療所
     リニック 大阪市中央区南船場４丁目７番１常　勤:    1理事長　田中　晃子 新規 現存
     １号南船場心斎橋ビル３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824494-09332 はたらく人・学生のメ〒541-0053 06-6484-5562西井　重超 西井　重超 平28. 6. 1精   心内 診療所
     ンタルクリニック 大阪市中央区本町一丁目５番６号常　勤:    1 新規 現存
     大阪山甚ビル３Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 824594-09340 医療法人アクア　アク〒541-0054 06-6281-9600医療法人アクア　理事石黒　伸 平28. 6. 1内   診療所
     アメディカルクリニッ大阪市中央区南本町三丁目１番１常　勤:    1長　石黒　伸 移転 現存
     ク ６号鳥居本町ビル４Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824694-09357 森ノ宮胃腸内視鏡ふじ〒540-0003 06-6910-7140藤田　実 藤田　実 平28. 8. 1消   内   診療所
     たクリニック 大阪市中央区森ノ宮中央１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３０ビエラ森ノ宮３Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824794-09365 医療法人栄新会　杉野〒542-0081 06-6121-7166医療法人栄新会　理事杉野　栄太 平28. 8. 1眼   診療所
     眼科クリニック 大阪市中央区南船場三丁目１２番常　勤:    1長　杉野　栄太 組織変更 現存
     ９号心斎橋プラザビル東館１１階(医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824894-09373 医療法人　前田眼科 〒540-0026 06-6809-3488医療法人前田眼科　理前田　秀高 平28. 9. 1眼   診療所
     大阪市中央区内本町一丁目１番１常　勤:    1事長　前田　秀高 組織変更 現存
     号ＯＣＴビル１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 824994-09381 医療法人みんと会　き〒542-0067 06-6777-9006医療法人みんと会　理金　永進 平28. 9. 1外   脳外 内  診療所
     む医療連携クリニック大阪市中央区松屋町９番１号セン常　勤:    2事長　西原　承浩 組織変更 現存
     トラルフォーラム松屋町ビル５階(医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825094-09399 医療法人快裕会　山口〒541-0041 06-6233-2300医療法人快裕会　理事山口　晶子 平28. 9. 1ひ   婦   内  診療所
     あきこクリニック 大阪市中央区北浜三丁目１番２１常　勤:    1長　山口　晶子 組織変更 現存
     号松崎ビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825194-09407 ウイメンズクリニック〒541-0057 06-6251-8686藤野　祐司 藤野　祐司 平28.11. 1婦   診療所
     本町 大阪市中央区北久宝寺町三丁目６常　勤:    1 新規 現存
     番１号本町南ガーデンシティ８階(医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825294-09415 希望の森　成長発達ク〒540-0003 06-4790-8655望月　貴博 望月　貴博 平29. 2. 1小   内   胃  診療所
     リニック 大阪市中央区森ノ宮中央１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３０ビエラ森ノ宮３Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825394-09431 淀屋橋クアトロアール〒541-0041 06-7222-3831菅野　渉平 菅野　渉平 平29. 4. 1病理 診療所
     クリニック 大阪市中央区北浜３丁目２番２５常　勤:    2 新規 現存
     号京阪淀屋橋ビルディング８Ｆ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825494-09449 なんばくろとびハート〒542-0076 06-6634-7810黒飛　俊哉 黒飛　俊哉 平29. 4. 1内   循   診療所
     クリニック 大阪市中央区難波４丁目７番１４常　勤:    1 新規 現存
     号難波フロントビル１０階 (医       1) 平29. 4. 1
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 825594-09456 医療法人大生會　さく〒542-0083 06-6241-5814医療法人大生會　理事佐久間　航 平29. 2.13婦   内   診療所
     ま診療所 大阪市中央区東心斎橋一丁目１４常　勤:    1長　佐久間　航 移転 現存
     番１４号　ＴＫビル２階 (医       1) 平29. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825694-09464 医療法人　とき皮膚科〒541-0053 06-6263-2788医療法人とき皮膚科整土岐　玄 平29. 3. 1皮   整外 形外診療所
     整形外科医院 大阪市中央区本町三丁目４番１４常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     号ディライト本町ビル１階 (医       1)土岐　玄 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825794-09472 医療法人美龍会　はや〒542-0061 06-6770-5514医療法人美龍会　理事林　順子 平29. 3. 1こう 外   ひ  診療所
     しレディース肛門・泌大阪市中央区安堂寺町二丁目６番常　勤:    1長　林　順子 組織変更 婦   現存
     尿器クリニック ３号アイズワンⅢ２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825894-09480 日本橋耳鼻咽喉科医院〒542-0073 06-6484-2255垣内　仁 垣内　仁 平29. 5. 1耳い 診療所
     大阪市中央区日本橋一丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     号三共日本橋ビル２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 825994-09498 よしえクリニック 〒541-0041 06-6224-0062首藤　由江 首藤　由江 平29. 5. 1心内 内   精  診療所
     大阪市中央区北浜１丁目１番２８常　勤:    1 新規 現存
     号ビルマビル北浜６Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826094-09506 地方独立行政法人大阪〒541-8567 06-6945-1181地方独立行政法人　大松浦　成昭 平29. 3.25一般       500特定機能
     (94-69506 ) 府立病院機構　大阪国大阪市中央区大手前３丁目１番６常　勤:  187阪府立病院機構　理事 移転 内   消   呼内病院
     際がんセンター ９号 (医     186)長　遠山　正彌 平29. 3.25外   呼外 脳外現存
     (歯       1) 整外 婦   ひ  
     非常勤:   34 形外 精   放  
     (医      31) 循   脳内 心外
     (歯       3) 眼   臨床 病理
     麻   リハ 皮  
     歯   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826194-09514 医療法人朋愛会　淀屋〒541-0044 06-6232-7770医療法人朋愛会　理事松尾　佳司 平29. 5. 1内   婦   診療所
     橋健診プラザ 大阪市中央区伏見町４丁目１番１常　勤:    3長　依田　久実 新規 現存
     号明治安田生命大阪御堂筋ビル４(医       3) 平29. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826294-09522 大阪美容クリニック 〒542-0083 06-6214-6777南　真実子 南　真実子 平29. 7. 1婦   内   診療所
     大阪市中央区東心斎橋２－８－２常　勤:    1 新規 現存
     ８周防町ＧＥＯビル３Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826394-09530 医療法人フラウエン　〒540-0033 06-6966-3063医療法人フラウエン　甲村　弘子 平29. 6. 1婦   内   診療所
     こうむら女性クリニッ大阪市中央区石町一丁目１番１号常　勤:    1理事長　甲村　弘子 組織変更 現存
     ク 天満橋千代田ビル２号館２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 826494-09548 Ａｎｙクリニック 〒541-0054 06-4704-1002松本　直子 松本　直子 平29. 9. 1内   皮   診療所
     大阪市中央区南本町３－１－１２常　勤:    1 新規 現存
     カネセ中央ビル１Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826594-09555 医療法人涼葵会　Ｗク〒542-0081 06-6244-3030医療法人涼葵会　理事足立　真由美 平29. 9. 1皮   形外 婦  診療所
     リニック診療所 大阪市中央区南船場四丁目５番８常　勤:    1長　足立　真由美 組織変更 内   現存
     号ラスターオン心斎橋９階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826694-09563 医療法人桃恵会　心斎〒542-0081 06-6484-5755医療法人桃恵会　理事乾　重樹 平29. 9. 1皮   アレ 形外診療所
     橋いぬい皮フ科 大阪市中央区南船場三丁目５番１常　勤:    1長　乾　重樹 組織変更 現存
     １号心斎橋フロントビル４Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826794-09571 たにまちこどもクリニ〒540-0013 06-6946-3715川越　里佳 川越　里佳 平29.11. 1小   アレ 診療所
     ック 大阪市中央区内久宝寺町三丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番９号ヒガシトゥエンティワンビ(医       1) 平29.11. 1
     ル１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826894-09589 トヨタクリニック 〒541-0051 06-6232-1187弓場　一秀 弓場　一秀 平29.10. 9内   整外 形外診療所
     大阪市中央区備後町二丁目１番１常　勤:    1 継承 皮   現存
     号第二野村ビル地下１階 (医       1) 平29.10. 9
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 826994-09597 医療法人吉修会　ＳＨ〒542-0081 06-6121-7600医療法人吉修会　理事星　郁里 平29.11. 1皮   診療所
     ＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ大阪市中央区南船場三丁目１１番常　勤:    1長　盛　修一 新規 現存
     　Ａｉ　ＣＬＩＮＩＣ１８号郵政福祉心斎橋ビル７階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827094-09605 美吉内科メンタルクリ〒541-0047 06-6231-8500美吉　伊八郎 美吉　伊八郎 平29.11. 1内   精   診療所
     ニック 大阪市中央区淡路町３丁目６番１常　勤:    1 移転 現存
     ２号ローズプラザ４０１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827194-09613 医療法人あさか会　北〒541-0041 06-6201-7788医療法人あさか会　理小西　奈津子 平30. 1. 1皮   診療所
     浜ローズガーデンスキ大阪市中央区北浜２丁目１番２号常　勤:    1事長　福山　時仁 新規 現存
     ンクリニック 昭和興産北浜ビル９階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827294-09621 医療法人福慈会　福慈〒542-0083 06-4963-3205医療法人福慈会　理事坂本　真里 平30. 1. 9呼内 放   内  診療所
     クリニック 大阪市中央区南船場二丁目１番３常　勤:    1長　瀬谷　江利子 移転 消   現存
     号フェニックス南船場３階 (医       1) 平30. 1. 9
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 827394-09639 まるレディースクリニ〒541-0057 06-6121-2914井岡　亜希子 井岡　亜希子 平30. 3. 1婦   和漢 診療所
     ック 大阪市中央区北久宝寺町１丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －６堺筋本町アーバンライフ９１(医       1) 平30. 3. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827494-09647 大阪重粒子線センター〒540-0008 06-6947-3210公益財団法人大阪国際溝江　純悦 平30. 3. 1放   診療所
     大阪市中央区大手前３丁目１番１常　勤:    3がん治療財団　理事長 新規 現存
     ０号 (医       3)　髙杉　豊 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827594-09654 よどやばしメディカル〒541-0041 06-6233-4976田中　基幹 田中　基幹 平30. 4. 1内   ひ   診療所
     クリニック 大阪市中央区北浜三丁目５番地２常　勤:    1 新規 現存
     ０号松栄ビル４階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827694-09670 医療法人拓愛会　金山〒542-0074 06-6214-0241医療法人拓愛会　理事金山　善美 平30. 3. 1眼   診療所
     眼科 大阪市中央区千日前一丁目虹のま常　勤:    1長　金山　善美 組織変更 現存
     ち５－３ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827794-09688 医療法人　しもむら本〒541-0053 06-4708-8686医療法人しもむら本町下村　陽祐 平30. 3. 1産婦 診療所
     町レディースクリニッ大阪市中央区本町二丁目３番９号常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 現存
     ク ＪＰＳ本町ビルディング８階 (医       1)　理事長　下村　陽祐 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827894-09696 森ノ宮メンタルクリニ〒540-0003 06-6942-0080有村　真弓 有村　真弓 平30. 5. 1心内 精   診療所
     ック 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３０号ビエラ森ノ宮２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 827994-09704 血液内科太田クリニッ〒542-0081 06-6245-2117太田　健介 太田　健介 平30. 5. 1内   診療所
     ク・心斎橋 大阪市中央区南船場三丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     １号心斎橋フロントビル５階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828094-09712 心斎橋ペインクリニッ〒542-0086 06-6243-7888岩崎　昌平 岩崎　昌平 平30. 6. 1内   麻   診療所
     ク 大阪市中央区西心斎橋１－４－５常　勤:    1 新規 現存
     御堂筋ビル８階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828195-00064 医療法人泉南玉井会　〒599-0202 0724-71-1691医療法人泉南玉井会　玉井　丈博 昭48.11.21一般        35病院
     玉井整形外科内科病院阪南市下出４９２番地 常　勤:    5理事長　玉井　宣行 新規 療養        40現存
     (医       5) 平27.11.21整外 外   内  
     非常勤:   33 消   循   透析
     (医      33) リウ リハ 
     消化器内科、循
     環器内科、人工
     透析内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 828295-00072 社会福祉法人玉田山福〒599-0212 072-473-2222社会福祉法人玉田山福里神　永一 昭53. 8. 1内   診療所
     祉会　特別養護老人ホ阪南市自然田１１００番地 常　勤:    1祉会　理事長　山田　 新規 現存
     ーム玉田山荘診療所 (医       1) 夫 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828395-00098 前川クリニック 〒599-0201 0724-73-0373前川　利幸 前川　利幸 昭55. 8. 1胃   放   診療所
     阪南市尾崎町９３番９号九鬼ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828495-00106 社会福祉法人大泉会　〒599-0202 072-473-0001社会福祉法人　大泉会玉井　知英 昭56. 7. 1内   整外 診療所
     玉井泉陽園附属診療所阪南市下出５１３－１ 常　勤:    1　理事長　玉井　丈博 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828595-00155 医療法人　中井医院 〒599-0201 0724-71-7376医療法人中井医院　理中井　邦久 昭62. 1. 1内   小   診療所
     阪南市尾崎町八丁目１番２号 常　勤:    2事長　中井　邦久 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828695-00189 髙松泌尿器科 〒599-0205 072-473-3161髙松　正人 髙松　正人 昭63. 1. 1ひ   内   診療所
     阪南市新町５２番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828795-00247 医療法人　松若医院 〒599-0224 0724-71-1521医療法人　松若医院　松若　良介 昭55. 5. 1内   小   循  診療所
     阪南市舞三丁目３１番２３号 常　勤:    1理事長　松若　良介 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828895-00254 野村内科 〒599-0202 0724-71-5316野村　佳成 野村　佳成 平元.10. 1内   呼   循  診療所
     阪南市下出４０番１１号ネゴロビ常　勤:    1 新規 放   現存
     ル１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 828995-00262 医療法人　岡胃腸科・〒599-0202 0724-73-2260医療法人岡胃腸科・内岡　葉子 平 2. 1. 1胃   内   皮  診療所
     内科 阪南市下出２６２番地３ 常　勤:    2科　理事長　岡　葉子 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 829095-00270 医療法人　田中外科・〒599-0202 072-471-1501医療法人田中外科・内田中　公一郎 平 2. 7. 1外   整外 内  診療所
     内科クリニック 阪南市下出６６０番地の３ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 循   胃   放  現存
     (医       2)　田中　公一郎 平29. 7. 1皮   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829195-00304 医療法人　向井医院 〒599-0211 0724-72-0303医療法人向井医院　理向井　直樹 平 4. 1. 1内   小   診療所
     阪南市鳥取中２９９番地の１ 常　勤:    1事長　向井　直樹 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829295-00320 玉井内科クリニック 〒599-0201 0724-72-7373玉井　桂 玉井　桂 平 4. 6. 1内   診療所
     阪南市尾崎町二丁目１２番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829395-00353 医療法人　笠松産婦人〒599-0211 072-471-3222医療法人笠松産婦人科笠松　堅實 平 6. 1. 1一般        15診療所
     科・小児科 阪南市鳥取中１９２番地の２ 常　勤:    2・小児科　理事長　笠 組織変更 産婦 小   麻  現存
     (医       2)松　堅實 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829495-00361 あまの皮ふ科 〒599-0201 0724-71-7722天野　雅弘 天野　雅弘 平 6. 5. 1皮   診療所
     阪南市尾崎町５３－１ＭＫビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829595-00387 中筋医院 〒599-0201 0724-72-0213中筋　拓哉 中筋　拓哉 平 6.10. 1胃   こう 外  診療所
     阪南市尾崎町二丁目５番２４号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829695-00403 社会福祉法人光生会大〒599-0231 0724-72-6633社会福祉法人光生会大中筋　拓哉 平 6.12. 1内   外   整外診療所
     阪　阪南診療所 阪南市貝掛１７９番４ 常　勤:    1阪　理事長　川口　和 新規 現存
     (医       1)美 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829795-00411 医療法人　みなみ小児〒599-0204 0724-72-7239医療法人みなみ小児科南　賴彰 平 7. 1. 1小   循   診療所
     科 阪南市鳥取６１７番地の１アヴァ常　勤:    1　理事長　南　賴彰 組織変更 現存
     ンセ杉谷１０１号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 829895-00437 医療法人　薮下脳神経〒599-0204 0724-72-2288医療法人薮下脳神経外藪下　隆三 平 8. 1. 1一般        19診療所
     外科・内科 阪南市鳥取４４０番地の１ 常　勤:    3科・内科　理事長　藪 組織変更 脳外 神内 循  現存
     (医       2)下　隆三 平29. 1. 1消   放   整外
     (薬       1) 内   外   リハ
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 829995-00478 医療法人　田中医院 〒599-0232 072-476-0721医療法人　田中医院　田中　亜紀 平 9. 1. 1精   皮   内  診療所
     阪南市箱作４４１番地の２６ 常　勤:    1理事長　田中　亜紀 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830095-00494 いづみクリニック耳鼻〒599-0204 0724-72-5551南谷　肇子 南谷　肇子 平 9.11. 1耳い 診療所
     咽喉科 阪南市鳥取６５４番地の３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830195-00510 医療法人桜泉会　いん〒599-0232 0724-76-5528医療法人桜泉会　理事井辺　浩行 平10. 1. 1外   内   整外診療所
     べさくらクリニック 阪南市箱作３２６番地の５ 常　勤:    1長　井辺　浩行 組織変更 麻   リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830295-00528 医療法人　 原耳鼻咽〒599-0202 072-471-6022医療法人　 原耳鼻咽 原　敏樹 平11. 3. 1耳い アレ 気食診療所
     喉科 阪南市下出１０５－１ 常　勤:    2喉科　理事長　 原　 移転 現存
     (医       2)敏捷 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830395-00536 辻レディースクリニッ〒599-0203 072-470-0125辻　清 辻　清 平11.10. 1一般         1診療所
     ク 阪南市黒田５９０番地サンギャラ常　勤:    1 新規 産婦 内   現存
     リー２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830495-00569 医療法人　永慶会　里〒599-0204 0724-72-5355医療法人　永慶会　理里神　永一 平12. 7. 1内   循   消  診療所
     神内科 阪南市鳥取６５８番地の３ 常　勤:    2事長　里神　永一 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24. 7. 1内科、糖尿病内
     (薬       1) 科、循環器内科
     非常勤:    4 、消化器内科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830595-00585 医療法人交詢医会　大〒599-0212 0724-73-2000医療法人　交詢医会　西坂　文章 平13. 3. 1一般        30病院
     阪リハビリテーション阪南市自然田９４０番地 常　勤:    8理事長　井川　宣 移転 療養        96現存
     病院 (医       7) 平25. 3. 1内   消   リウ
     (薬       1) 脳外 整外 リハ
     非常勤:    5 放   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830695-00635 角谷内科医院 〒599-0202 0724-73-5288角谷　明彦 角谷　明彦 平14. 9. 1内   消   診療所
     阪南市下出１６４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830795-00643 医療法人きらめき会　〒599-0204 0724-72-3788医療法人きらめき会　永松　晃 平15. 1. 1一般        13診療所
     ながまつレディースク阪南市鳥取６２８番１号 常　勤:    1理事長　永松　晃 組織変更 産婦 小   内  現存
     リニック (医       1) 平27. 1. 1
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 830895-00650 佐藤眼科医院 〒599-0212 0724-70-2220佐藤　倫子 佐藤　倫子 平15. 4. 1眼   診療所
     阪南市自然田４６６－９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 830995-00676 医療法人なぎさ会　第〒599-0235 0724-81-3456医療法人なぎさ会　理湯川　修也 平16.11. 1一般        19診療所
     二なぎさクリニック 阪南市箱の浦４５２番地の３ 常　勤:    4事長　湯川　修也 新規 内   小   眼  現存
     (医       4) 平28.11. 1耳い ひ   皮  
     非常勤:   19 整外 リハ 脳外
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831095-00684 医療法人　阪口内科皮〒599-0232 072-481-3939医療法人阪口内科皮膚阪口　英伸 平18. 1. 1内   皮   循  診療所
     膚科クリニック 阪南市箱作３５０５番地の２ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 消   呼内 現存
     (医       2)　阪口　英伸 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831195-00700 医療法人医俊会　たか〒599-0215 0724-72-4976医療法人医俊会　理事髙　俊彦 平19. 7. 1内   小   診療所
     内科小児科クリニック阪南市さつき台一丁目２番１号 常　勤:    1長　髙　俊彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831295-00718 谷口クリニック 〒599-0202 072-471-8822谷口　勝俊 谷口　勝俊 平19.11. 1消   内   外  診療所
     阪南市下出３７番５号中村ビル２常　勤:    1 新規 こう 小外 現存
     階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831395-00726 ねごろ耳鼻咽喉科クリ〒599-0211 072-471-3387根来　篤 根来　篤 平20. 2. 1耳い アレ 気食診療所
     ニック 阪南市鳥取中２４９番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831495-00734 上野山眼科 〒599-0202 072-472-3291濱田　さち 濱田　さち 平21. 7. 1眼   診療所
     阪南市下出７１９番１号　サンウ常　勤:    1 継承 現存
     ェルビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831595-00742 医療法人都健幸会　都〒599-0236 072-476-1133医療法人都健幸会　理漆原　幸雄 平22. 5. 1内   外   整外診療所
     (95-60742 ) 健幸会クリニック 阪南市桃の木台八丁目４２３番３常　勤:    4事長　杉原　恒臣 新規 歯   小   消  現存
     ２ (医       3) 平28. 5. 1神内 精   心内
     (歯       1) リハ 皮   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831695-00759 いりぐち医院 〒599-0233 072-476-0647入口　隆一 入口　隆一 平23. 4. 1内   消   診療所
     阪南市南山中８２番地３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831795-00775 こばた眼科 〒599-0202 072-471-6213小畑　栄 小畑　栄 平27. 2. 7眼   診療所
     阪南市下出７３８番１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 2. 7
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 831895-00783 くすもと整形外科 〒599-0201 072-472-6666楠本　幸弘 楠本　幸弘 平27. 9. 1整外 外   形外診療所
     阪南市尾崎町９０番地１ 常　勤:    1 移転 リハ 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 831995-00791 医療法人勲優会　鳥取〒599-0204 072-447-4146医療法人勲優会　理事洪　成勲 平28. 1. 1眼   診療所
     ノ荘駅前眼科 阪南市鳥取６５７番３ 常　勤:    1長　洪　成勲 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832095-00809 はじめメンタルクリニ〒599-0202 072-468-8551河村　一郎 河村　一郎 平28. 6. 1精   心内 診療所
     ック 阪南市下出５１番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832195-00817 馬野クリニック 〒599-0211 072-447-8161馬野　泰一 馬野　泰一 平29. 5. 1内   消   こう診療所
     阪南市鳥取中１５９－１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832296-00013 独立行政法人地域医療〒552-0021 06-6572-5721独立行政法人地域医療辻　晋吾 昭32. 7. 1一般       275病院
     機能推進機構　大阪み大阪市港区築港一丁目８番３０号常　勤:   34機能推進機構　理事長 新規 内   消   循  現存
     なと中央病院 (医      34)　尾身　茂 平29. 7. 1透析 小   外  
     非常勤:    8 胃   整外 形外
     (医       8) 脳外 皮   ひ  
     婦   眼   耳い
     放   麻   リウ
     リハ 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832396-00021 独立行政法人地域医療〒553-0003 06-6441-5451独立行政法人地域医療山崎　芳郎 昭32.11. 1一般       565地域支援
     (96-60021 ) 機能推進機構　大阪病大阪市福島区福島四丁目２番７８常　勤:  198機能推進機構　理事長 新規 整外 形外 リハ病院
     院 号 (医     195)　尾身　茂 平29.11. 1外   脳外 内  現存
     (歯       3) 循   皮   ひ  
     非常勤:  119 産婦 眼   耳い
     (医     118) 小   精   神  
     (歯       1) 神内 放   麻  
     心外 歯   歯外
     リウ 消   呼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 832496-00039 独立行政法人　地域医〒573-0013 072-840-2641独立行政法人　地域医中島　充 昭33.10. 1一般       580地域支援
     (96-60039 ) 療機能推進機構　星ヶ枚方市星丘四丁目８番１号 常　勤:  104療機能推進機構　理事 新規 内   精   神  病院
     丘医療センター (医     103)長　尾身　茂 平24.10. 1呼内 消   循  現存
     (歯       1) 小   外   整外
     非常勤:   84 形外 脳外 呼外
     (医      82) 皮   ひ   産婦
     (歯       2) 眼   耳い 放  
     麻   リハ 歯  
     歯外 救命 臨床
     病理 心外 
     内科、消化器内
     科、循環器内科
     、脳神経内科、
     糖尿病内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832596-00047 国家公務員共済組合連〒540-0008 06-6941-0484国家公務員共済組合連宮本　裕治 昭32.10. 1一般 地域支援
     合会　大手前病院 大阪市中央区大手前一丁目５番３常　勤:   90合会　理事長　松元　 新規     一般   401病院
     ４号 (医      90)崇 平29.10. 1内   呼内 消  現存
     非常勤:    1 神内 循   外  
     (医       1) 呼外 心外 脳外
     整外 皮   ひ  
     婦   眼   耳い
     放   麻   救命
     リハ 病理 精  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832696-00054 国家公務員共済組合連〒573-0153 072-858-8233国家公務員共済組合連野原　隆司 昭32.10. 1一般       313地域支援
     (96-60054 ) 合会　枚方公済病院 枚方市藤阪東町一丁目２番１号 常　勤:   56合会　理事長　松元　 新規 内   循   消  病院
     (医      53)崇 平29.10. 1呼内 神内 リウ現存
     (歯       3) 小   皮   外  
     非常勤:   53 小外 こう 整外
     (医      53) 心外 ひ   眼  
     耳い 放   リハ
     歯外 麻   救命
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 832796-00070 社会福祉法人恩賜財団〒530-0012 06-6372-0333社会福祉法人恩賜財団川嶋　成乃亮 昭32.10. 1一般       679地域支援
     (96-60070 ) 　大阪府済生会中津病大阪市北区芝田二丁目１０番３９常　勤:  202済生会支部大阪府済生 新規 療養        33病院
     院 号 (医     196)会　支部長　岡上　武 平29.10. 1内   外   整外現存
     (歯       6) 眼   産婦 小  
     非常勤:   14 耳い 皮   ひ  
     (医      14) 麻   形外 心外
     脳外 精   脳内
     歯   歯外 リハ
     呼外 呼   消  
     循   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832896-00146 社会福祉法人恩賜財団〒564-0013 06-6382-5621社会福祉法人恩賜財団渡部　道雄 平 9. 6. 1リハ 診療所
     済生会支部大阪府済生吹田市川園町１番１号 常　勤:    2済生会支部大阪府済生 新規 現存
     会　吹田療育園 (医       2)会　支部長　岡上　武 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 832996-00153 社会福祉法人恩賜財団〒564-0013 06-6382-1521社会福祉法人恩賜財団黒川　正夫 平10. 5. 1一般       500地域支援
     (96-60153 ) 　大阪府済生会吹田病吹田市川園町１番２号 常　勤:  133済生会支部大阪府済生 移転 内   精   神内病院
     院 (医     132)会　支部長　岡上　武 平28. 5. 1呼内 消   循  現存
     (歯       1) 小   外   整外
     非常勤:   44 形外 脳外 呼外
     (医      44) 心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     病理 リウ 救命
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833098-00118 大阪市立弘済院附属病〒565-0874 06-6871-8014大阪市長　吉村　洋文岸　 成 昭32. 7. 1一般        90病院
     院 吹田市古江台六丁目２番１号 常　勤:   11 新規 内   精   神内現存
     (医      11) 平29. 7. 1外   整外 眼  
     非常勤:   15 皮   ひ   放  
     (医      15) 耳い リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833198-00233 市立貝塚病院 〒597-0015 072-422-5865貝塚市長　藤原　龍男今本　治彦 昭32. 7. 1一般       249病院
     貝塚市堀三丁目１０番２０号 常　勤:   60 新規 内   消   神内現存
     (医      59) 平29. 7. 1外   整外 形外
     (歯       1) 小   産婦 眼  
     非常勤:   65 皮   ひ   耳い
     (医      65) 麻   放   病理
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 833298-00407 大阪府池田保健所 〒563-0041 072-751-2990大阪府知事　松井　一大原　俊剛 昭32. 7. 1内   小   診療所
     池田市満寿美町３番１９号 常　勤:    2郎 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833398-00530 大阪府富田林保健所 〒584-0031 0721-23-2681大阪府知事　松井　一永井　仁美 昭32. 7. 1内   小   診療所
     富田林市寿町三丁目１番３５号 常　勤:    2郎 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833498-00548 大阪府和泉保健所 〒594-0071 0725-41-1342大阪府知事　松井　一森脇　俊 昭32. 7. 1内   小   診療所
     和泉市府中町六丁目１２番３号 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833598-00563 大阪府岸和田保健所 〒596-0076 072-422-5681大阪府知事　松井　一田中　英夫 昭32. 7. 1内   小   診療所
     岸和田市野田町三丁目１３番１号常　勤:    3郎 新規 現存
     (医       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833698-00613 大阪府寝屋川保健所 〒572-0838 072-829-7771大阪府知事　松井　一宮園　将哉 昭46. 7. 1内   精   放  診療所
     寝屋川市八坂町２８番３号 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833798-00738 大阪市此花区保健福祉〒554-0021 06-6466-9882大阪市長　吉村　洋文李　和幸 昭40. 6. 7内   小   診療所
     センター 大阪市此花区春日出北一丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (医       1) 平28. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833898-00787 大阪市天王寺区保健福〒543-0002 06-6774-9882大阪市長　吉村　洋文今井　龍也 昭46. 4.26内   小   診療所
     祉センター分館 大阪市天王寺区上汐四丁目３番２常　勤:    4 新規 現存
     号 (医       4) 平28. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 833998-00845 大阪市東成区保健福祉〒537-0014 06-6977-9882大阪市長　吉村　洋文狹間　礼子 昭43. 4.30内   小   診療所
     センター分館 大阪市東成区大今里西一丁目１９常　勤:    1 新規 現存
     番２９号 (医       1) 平28. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834098-00860 大阪市旭区保健福祉セ〒535-0013 06-6957-9882大阪市長　吉村　洋文辻　ひとみ 昭38. 8.12内   小   診療所
     ンター分館 大阪市旭区森小路二丁目５番２６常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834198-00886 大阪市阿倍野区保健福〒545-0004 06-6622-9882大阪市長　吉村　洋文生野　淑子 昭40. 5.24内   小   診療所
     祉センター 大阪市阿倍野区文の里一丁目１番常　勤:    1 現存
     ４０号 (医       1) 平28. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834298-00894 大阪市住之江区保健福〒559-0002 06-6682-9882大阪市長　吉村　洋文國吉　裕子 昭45. 6.22内   小   診療所
     祉センター分館 大阪市住之江区浜口東三丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (医       1) 平30. 6.22
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 834398-00928 大阪市大正区保健福祉〒551-0003 06-4394-9882大阪市長　吉村　洋文植田　英也 昭47.12.18内   小   診療所
     センター 大阪市大正区千島二丁目７番９５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834498-00936 大阪市東淀川区保健福〒533-0014 06-4809-9882大阪市長　吉村　洋文國吉　裕子 昭49. 9. 1内   小   診療所
     祉センター 大阪市東淀川区豊新二丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834598-00944 大阪市鶴見区保健福祉〒538-0052 06-6915-9882大阪市長　吉村　洋文井村　元気 昭49. 9. 1内   小   診療所
     センター 大阪市鶴見区横堤五丁目４番１９常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834698-00969 大阪市東住吉区保健福〒546-0032 06-4399-9882大阪市長　吉村　洋文奥町　彰礼 昭51.10.12内   小   診療所
     祉センター 大阪市東住吉区東田辺一丁目１３常　勤:    1 移転 現存
     番４号 (医       1) 平24.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834798-01124 箕面市立病院 〒562-0014 072-728-2001箕面市長　倉田　哲郎田村　信司 昭56. 7. 1一般       317地域支援
     (98-61124 ) 箕面市萱野五丁目７番１号 常　勤:   78 新規 内   消   循  病院
     (医      78) 平29. 7. 1神内 精   小  現存
     非常勤:   71 外   整外 形外
     (医      47) 脳外 皮   ひ  
     (歯      24) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   病理
     麻   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834898-01173 大阪市立　心身障害者〒547-0026 06-6797-6567大阪市長　吉村　洋文鈴木　真司 昭61. 3. 1整外 精   内  診療所
     リハビリテーションセ大阪市平野区喜連西六丁目２番５常　勤:    3 新規 小   眼   耳い現存
     ンター内診療所 ５号 (医       3) 平28. 3. 1リハ 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 834998-01181 大阪府吹田保健所 〒564-0072 06-6339-2225大阪府知事　松井　一柴田　敏之 昭63.12. 1内   小   診療所
     吹田市出口町１９番３号 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835098-01199 大阪市北区保健福祉セ〒530-0025 06-6313-9882大阪市長　吉村　洋文澤田　好伴 平元. 2.13内   小   診療所
     ンター 大阪市北区扇町二丁目１番２７号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835198-01207 大阪市中央区保健福祉〒541-0056 06-6267-9882大阪市長　吉村　洋文稲田　浩 平元. 2.13内   小   診療所
     センター 大阪市中央区久太郎町一丁目２番常　勤:    1 移転 現存
     ２７号 (医       1) 平28. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 835298-01223 社会医療法人生長会　〒599-0202 072-471-3321阪南市長　水野　謙二藤本　尚 昭47.10.20一般       185病院
     (98-61223 ) 阪南市民病院 阪南市下出１７ 常　勤:   18 組織変更 内   呼内 循  現存
     (医      17) 平29.10.20消   脳内 外  
     (歯       1) 整外 脳外 小  
     非常勤:   50 皮   ひ   婦  
     (医      44) 眼   耳い リハ
     (歯       6) 放   救命 麻  
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835398-01322 大阪府茨木保健所 〒567-8585 072-624-4668大阪府知事　松井　一谷掛　千里 平 6. 4. 1内   小   診療所
     茨木市大住町８番１１号 常　勤:    2郎 移転 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835498-01348 八尾市保健センター 〒581-0833 0729-93-8600八尾市長　田中　誠太藤原　一朗 平 6. 7. 4内   小   歯  診療所
     (98-61348 ) 八尾市旭ケ丘五丁目８５番地の１常　勤:    1 移転 現存
     ６八尾市生涯学習センター内 (医       1) 平24. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835598-01363 大阪府藤井寺保健所 〒583-0024 0729-55-4181大阪府知事　松井　一高林　弘の 平 6. 9.19内   診療所
     藤井寺市藤井寺一丁目８番３６号常　勤:    1郎 移転 現存
     (医       1) 平24. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835698-01371 大阪府四條畷保健所 〒575-0034 072-878-1021大阪府知事　松井　一中村　顕 平 6. 9.16内   小   診療所
     四條畷市江瀬美町１番１６号 常　勤:    1郎 移転 現存
     (医       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835798-01413 大阪市都島区保健福祉〒534-0027 06-6882-9882大阪市長　吉村　洋文高野　保名 平 7.12.25内   小   診療所
     センター分館 大阪市都島区中野町五丁目１５番常　勤:    2 移転 現存
     ２１号 (医       2) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835898-01421 市立岸和田市民病院 〒596-0822 0724-45-1000岸和田市長　永野　耕小切　匡史 平 8. 5. 1一般       400地域支援
     (98-61421 ) 岸和田市額原町１００１番地 常　勤:   95平 移転 内   循   消  病院
     (医      91) 平29. 5. 1呼   神内 精  現存
     (歯       4) 小   皮   外  
     非常勤:   90 整外 脳外 心外
     (医      85) 呼外 ひ   産婦
     (歯       5) 耳い 眼   形外
     歯外 放   麻  
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 835998-01439 大阪府泉佐野保健所 〒598-0001 0724-62-7701大阪府知事　松井　一伊藤　裕康 平 6.12.19内   診療所
     泉佐野市上瓦屋５８３番１号 常　勤:    2郎 移転 現存
     (医       2) 平27.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 836098-01462 大阪市港区保健福祉セ〒552-0012 06-6576-9882大阪市長　吉村　洋文李　和幸 平 9. 6.30内   小   診療所
     ンター 大阪市港区市岡一丁目１５番２５常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平30. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836198-01470 市立池田病院 〒563-0025 0727-51-2881池田市長　倉田　薫 今井　康陽 平 9.10. 1一般       364地域支援
     (98-61470 ) 池田市城南三丁目１番１８号 常　勤:  127 移転 内   呼内 消  病院
     (医     121) 平24.10. 1循   神内 小  現存
     (歯       5) 外   呼外 脳外
     (薬       1) 整外 形外 皮  
     非常勤:    1 ひ   産婦 眼  
     (医       1) 耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836298-01496 大阪市西区保健福祉セ〒550-0013 06-6532-9882大阪市長　吉村　洋文撫井　賀代 平 9.10.27内   小   診療所
     ンター 大阪市西区新町四丁目５番１４号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836398-01504 市立豊中病院 〒560-8565 06-6843-0101豊中市長　淺利　敬一堂野　惠三 平 9.11. 3一般       599地域支援
     (98-61504 ) 豊中市柴原町四丁目１４番１号 常　勤:  109郎 移転 一般（感染） 病院
     (医     107) 平24.11. 3            14現存
     (歯       2) 内   神内 消  
     非常勤:   86 循   精   小  
     (医      83) 外   整外 脳外
     (歯       3) 心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   歯  
     歯外 麻   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836498-01512 大阪府立中河内救命救〒578-0947 06-6785-6166大阪府知事　松井　一塩野　茂 平10. 5. 1一般        30病院
     急センター 東大阪市西岩田三丁目４番１３号常　勤:    9郎 新規 内   循   小  療養病床
     (医       9) 平28. 5. 1外   整外 脳外現存
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836598-01538 寝屋川市立保健福祉セ〒572-0036 072-828-3931寝屋川市長　北川　法香川　英生 平10. 4. 1内   小   歯  診療所
     (98-61538 ) ンター診療所 寝屋川市池田西町２８番２２号 常　勤:    1夫 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 836698-01587 和泉市立和泉診療所 〒594-0005 0725-44-6921和泉市長　辻　宏康 栁　志郎 平12. 4. 1内   整外 外  診療所
     和泉市幸二丁目６番３７号 常　勤:    1 組織変更 眼   脳外 リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1リウ 
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836798-01603 大阪市平野区保健福祉〒547-0034 06-4302-9882大阪市長　吉村　洋文 野　祥一 平13.10. 9内   小   診療所
     センター 大阪市平野区背戸口三丁目８番１常　勤:    1 移転 現存
     ９号 (医       1) 平25.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836898-01611 大阪市西成区保健福祉〒557-0041 06-6659-9882大阪市長　吉村　洋文吉田　英樹 平14. 4. 1内   小   診療所
     センター 大阪市西成区岸里一丁目５番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 836998-01629 大阪市浪速区保健福祉〒556-8501 06-6647-9882大阪市長　吉村　洋文大仲　博之 平14. 6.10内   小   診療所
     センター 大阪市浪速区敷津東一丁目４番２常　勤:    1 移転 現存
     ０号 (医       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837098-01645 高石市立診療センター〒592-0002 072-267-0003高石市長　阪口　伸六山本　明伸 平15. 4. 1一般        16診療所
     高石市羽衣四丁目４番２６号 常　勤:    2 新規 内   小   眼  現存
     (医       2) 平27. 4. 1婦   リハ 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837198-01652 堺市立もず診療所 〒593-8301 072-279-3768堺市長　竹山　修身 今村　淳子 平15. 5. 1小   整外 リハ診療所
     堺市西区上野芝町二丁４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837298-01678 高槻市保健所 〒569-0052 072-661-9333高槻市長　濱田　剛史古市　一稔 平15. 8. 1内   小   診療所
     高槻市城東町５番７号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837398-01686 八尾市立病院 〒581-0069 072-922-0881八尾市長　田中　誠太星田　四朗 平16. 5. 1一般       380地域支援
     (98-61686 ) 八尾市龍華町一丁目３番１号 常　勤:  115 移転 内   循   消  病院
     (医     111) 平28. 5. 1外   整外 脳外現存
     (歯       4) 産婦 小   眼  
     耳い 形外 皮  
     ひ   放   リハ
     麻   他   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 837498-01694 大阪市生野区保健福祉〒544-0021 06-6715-9882大阪市長　吉村　洋文中山　浩二 平17. 2.14内   小   診療所
     センター 大阪市生野区勝山南三丁目１番１常　勤:    1 移転 現存
     ９号 (医       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837598-01702 大阪市西淀川区保健福〒555-0012 06-6478-9882大阪市長　吉村　洋文中川　裕子 平17. 5.16内   小   診療所
     祉センター 大阪市西淀川区御幣島一丁目２番常　勤:    1 移転 現存
     １０号 (医       1) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837698-01710 泉州北部小児初期救急〒596-0004 072-443-5940岸和田市長　永野　耕瀬戸　嗣郎 平18.11. 1小   診療所
     広域センター 岸和田市荒木町一丁目１番５１号常　勤:    2平 新規 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837798-01728 池田市立休日急病診療〒563-0025 072-752-1551池田市長　倉田　薫 井上　幹人 平19. 4. 1内   小   歯  診療所
     (98-61728 ) 所 池田市城南三丁目１番１８号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837898-01736 大阪市福島区保健福祉〒553-0007 06-6464-9882大阪市長　吉村　洋文勝矢　聡子 平20. 2. 1内   小   診療所
     センター 大阪市福島区大開一丁目８番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 837998-01744 大阪市住吉区保健福祉〒558-0041 06-6694-9882大阪市長　吉村　洋文小向　潤 平20. 2.12内   小   診療所
     センター 大阪市住吉区南住吉三丁目１５番常　勤:    1 移転 現存
     ５５号 (医       1) 平26. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838098-01751 大阪市こころの健康セ〒534-0027 06-6922-8520大阪市長　吉村　洋文 野　祥一 平20. 7. 1精   神   診療所
     ンター 大阪市都島区中野町五丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号都島センタービル３階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838198-01769 河内長野市立休日急病〒586-0012 0721-55-0300河内長野市長　島田　外山　佳子 平20.11. 1内   歯   診療所
     (98-61769 ) 診療所 河内長野市菊水町２番１３号 常　勤:    1智明 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838298-01777 大阪市淀川区保健福祉〒532-8501 06-6308-9882大阪市長　吉村　洋文廣川　秀徹 平21. 3. 2内   小   診療所
     センター 大阪市淀川区十三東二丁目３番３常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平27. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838398-01785 大阪市こども相談セン〒540-0003 06-4301-3100大阪市長　吉村　洋文東　誠 平22. 1. 1精   小   診療所
     ター診療所 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１常　勤:    3 新規 現存
     ７番５号 (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
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 838499-00017 独立行政法人国立病院〒540-0006 06-6942-1331独立行政法人国立病院是恒　之宏 昭32. 7. 1一般       688地域支援
     (99-60017 ) 機構　大阪医療センタ大阪市中央区法円坂二丁目１番１常　勤:  147機構　理事長　楠岡　 新規 精神         4病院
     ー ４号 (医     144)英雄 平29. 7. 1内   呼   精  現存
     (歯       3) 消   循   小  
     非常勤:  110 外   こう 形外
     (医     107) 整外 脳外 心外
     (歯       3) 皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838599-00025 独立行政法人国立病院〒586-0008 0721-53-5761独立行政法人国立病院斉藤　正伸 昭32. 7. 1一般       430地域支援
     (99-60025 ) 機構　大阪南医療セン河内長野市木戸東町２番１号 常　勤:   99機構　理事長　楠岡　 新規 内   精   神  病院
     ター (医      99)英雄 平29. 7. 1消   循   小  現存
     非常勤:   32 外   整外 脳外
     (医      31) 心外 小外 皮  
     (歯       1) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   心内 リウ
     アレ 呼   歯  
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838699-00108 独立行政法人国立病院〒560-0045 06-6853-2001独立行政法人国立病院奥村　明之進 昭32. 7. 1一般       410病院
     (99-60108 ) 機構　刀根山病院 豊中市刀根山五丁目１番１号 常　勤:   47機構　理事長　楠岡　 新規 結核        90現存
     (医      47)英雄 平29. 7. 1内   心内 神内
     非常勤:   31 小   呼   外  
     (医      28) 整外 呼外 眼  
     (歯       3) 耳い リウ リハ
     放   病理 歯  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838799-00116 独立行政法人国立病院〒591-8025 072-252-3021独立行政法人国立病院林　清二 昭39. 4. 1一般       325病院
     (99-60116 ) 機構　近畿中央胸部疾堺市北区長曾根町１１８０番地 常　勤:   42機構　理事長　楠岡　 組織変更 結核        60現存
     患センター (医      42)英雄 平30. 4. 1内   心内 精  
     非常勤:    7 呼   循   アレ
     (医       6) 外   整外 呼外
     (歯       1) 心外 気食 リハ
     放   歯   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 838899-00223 国立研究開発法人　国〒565-0873 06-6833-5012国立研究開発法人国立峰松　一夫 平 2. 6. 1一般       612特定機能
     (99-60223 ) 立循環器病研究センタ吹田市藤白台五丁目７番１号 常　勤:  168循環器病研究センター 新規 内   心外 脳内病院
     ー (医     167)　理事長　小川　久雄 平29.12. 1脳外 小   小外現存
     (歯       1) 婦   産   リハ
     非常勤:  139 臨床 循   呼内
     (医     139) 病理 放   麻  
     外   神内 皮  
     ひ   眼   耳い
     整外 精   歯  
     内科、心臓血管
     内科、脳血管内
     科、高血圧・腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 838999-00249 大阪大学医学部附属病〒565-0871 06-6879-5111国立大学法人大阪大学木村　正 平 5. 9. 1一般     1,034特定機能
     (99-60249 ) 院 吹田市山田丘２番１５号 常　勤:  424　学長　西尾　章治郎 移転 精神        52病院
     (医     423) 平29. 9. 1内   循   消  現存
     (歯       1) 呼内 アレ リウ
     非常勤:  889 神内 心外 呼外
     (医     889) 外   救命 小外
     眼   耳い 整外
     皮   形外 神  
     精   脳外 麻  
     産   婦   小  
     ひ   放   歯  
     病理 リハ 
     内科、循環器内
     科、腎臓内科、
     消化器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    102-02047 医療法人美和会　平成〒553-0006 06-6448-5241医療法人美和会　理事岸野　万伸 平28. 7. 1歯   内   外  診療所
     (02-62045 ) 野田クリニック 大阪市福島区吉野一丁目２２番１常　勤:    3長　吉増　 之 新規 整外 リハ 放  現存
     ８号 (医       2) 平28. 7. 1
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206-00463 髙橋内科歯科クリニッ〒595-0014 0725-23-3432髙橋　典章 髙橋　典章 昭58. 7. 1内   歯   矯歯診療所
     (06-60461 ) ク 泉大津市寿町９番地３０号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    318-02894 医療法人蓮華友愛会　〒550-0012 06-6536-3781医療法人蓮華友愛会　今野　一朗 平28. 2. 1歯   内   心内診療所
     (18-62892 ) れんげクリニック 大阪市西区立売堀１－７－１８国常　勤:    3理事長　北山　恵三 移転 精   形外 現存
     際通信社ビル２階 (医       1) 平28. 2. 1
     (歯       2)
     非常勤:   17
     (医       8)
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430-03574 保健生協皮膚科歯科診〒533-0032 06-6324-0183よどがわ保健生活協同下山　安津子 平18. 9. 1皮   歯   診療所
     (30-63572 ) 療所 大阪市東淀川区淡路四丁目３４番常　勤:    3組合　理事長　安達　 移転 現存
     １１号 (医       1)隆雄 平24. 9. 1
     (歯       2)
     非常勤:   14
     (医       7)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    530-03947 コンパスデンタルクリ〒533-0007 06-6195-2447医療法人社団コンパス内田　浩 平29. 7. 1歯   内   診療所
     (30-63945 ) ニック大阪 大阪市東淀川区相川２丁目２０番常　勤:    2　理事長　後藤　基温 移転 現存
     １０号太田ビル２階２０１号 (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    650-04133 医療法人翔聖会　翔聖〒579-8058 072-982-6471医療法人翔聖会　理事溝畑　正信 平 3. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     (50-64131 ) クリニック 東大阪市神田町３番１２号 常　勤:    1長　溝畑　正信 組織変更 歯外 内   現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (医       5)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    794-00105 大阪歯科大学附属病院〒540-0008 06-6910-1111学校法人　大阪歯科大中嶋　正博 昭32.10. 1一般        35病院
     (94-60103 ) 大阪市中央区大手前一丁目５番１常　勤:  216学　理事長　川添　堯 新規 歯   矯歯 小歯現存
     ７号 (医       5)彬 平29.10. 1歯外 内   耳い
     (歯     209) 眼   
     (薬       2)
     非常勤:  245
     (医      14)
     (歯     231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    894-06391 医療法人ＭＯ会　尾﨑〒541-0051 06-6220-0022医療法人ＭＯ会　理事尾﨑　雅征 平28. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     (94-66399 ) クリニック 大阪市中央区備後町二丁目４番６常　勤:    1長　尾﨑　雅征 組織変更 内   消   現存
     号森田ビルディング２階 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    995-00052 大河内歯科医院 〒599-0202 072-473-2241大河内　秀記 大河内　秀記 昭53. 6. 1歯   内   診療所
     (95-60050 ) 阪南市下出４１番４号ヨシトビル常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1099-00021 大阪大学歯学部附属病〒565-0871 06-6879-5111国立大学法人大阪大学村上　伸也 昭58. 8. 1一般        40病院
     (99-60029 ) 院 吹田市山田丘１番８号 常　勤:   86　学長　西尾　章治郎 移転 歯   矯歯 小歯現存
     (医       2) 平29. 1. 1歯外 内   小  
     (歯      83)
     (薬       1)
     非常勤:  240
     (歯     240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


