
保険医療機関・保険薬局  廃止機関一覧表

 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

作成         頁

廃止理由項 番 廃止年月日

処理年月日
[平成29年12月 1日　から　平成29年12月31日　医科] 平成30年 1月 4日    1

    1 01-15029 特別養護老人ホーム 堺市西区鳳南町五丁５７５－ 社会福祉法人　おお 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:63-00682 
     朗友館診療所 １ とり福祉会　理事長
     　山本　鉄也
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2 08-01628 今北医院 大阪市東住吉区山坂二丁目１ 今北　多美 平成23年 3月20日
     ３番２７号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3 09-00586 倉谷医院 高槻市芥川町三丁目１８番５ 倉谷　一雄 平成22年 2月 7日
     号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4 09-01949 西医院 高槻市竹の内町３８番７号 西　譽四男 平成22年 7月 2日
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5 11-05391 村尾診療所 岸和田市土生町２丁目２３番 村尾　良治 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:11-05508 
     ６号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6 15-01110 林医院 大阪市東成区大今里南一丁目 林　正也 平成29年12月11日
     １７番４号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7 15-04783 さくらクリニック 大阪市東成区大今里３－２６ 深江　覺 平成29年11月30日
     －２８
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8 17-04664 医療法人愛誠会　つ 大阪市天王寺区悲田院町９番 医療法人愛誠会　理 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:23-07509 
     かはらクリニック ２０号阿倍野橋ビル３階 事長　塚原　孝浩
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9 23-04837 福本眼科医院 大阪市阿倍野区北畠一丁目８ 福本　敏子 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:23-07517 
     番４３号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10 33-04620 松尾医院 大阪市西成区鶴見橋三丁目２ 松尾　佳司 平成29年11月30日
     番１８号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11 40-10887 医療法人　奥村クリ 豊中市中桜塚三丁目１０番２ 医療法人奥村クリニ 平成29年11月26日 新機関ｺｰﾄﾞ:40-13626 
     ニック ３号ヤングアート桜塚２階 ック　理事長　奥村
     　幸康
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12 42-03573 永田耳鼻咽喉科医院 茨木市中津町２番４号カシッ 永田　誠治 平成29年11月30日
     クスビル２階
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13 42-06527 たかみクリニック 茨木市駅前３丁目２番２号晃 一般社団法人　たか 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:42-07285 
     永ビル４階 みクリニック　代表
     理事　高見　信彦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14 43-01963 川田耳鼻咽喉科医院 大阪市浪速区日本橋東三丁目 川田　喜代子 平成29年11月30日
     ７番７号川田ビル１階
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険医療機関・保険薬局  廃止機関一覧表

 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

作成         頁

廃止理由項 番 廃止年月日

処理年月日
[平成29年12月 1日　から　平成29年12月31日　医科] 平成30年 1月 4日    2

   15 43-02623 公益財団法人　浅香 大阪市浪速区難波中三丁目６ 公益財団法人　浅香 平成29年12月 4日 新機関ｺｰﾄﾞ:43-03282 
     山病院　難波クリニ 番１２号ナンバグランドビル 山病院　理事長　髙
     ック ４階 橋　明
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16 48-02689 医療法人　徳洲会　 松原市天美南３丁目８番１２ 医療法人　徳洲会　 平成28年 9月 1日
     天美クリニック 号 理事長　鈴木　隆夫
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17 55-03641 正木内科 八尾市堤町一丁目４３番１５ 正木　英晴 平成29年12月 1日
     号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18 59-04419 長谷川診療所 大阪市住之江区粉浜西二丁目 長谷川　満 平成29年11月20日
     １４番６号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19 60-00175 医療法人　修医会　 堺市堺区北瓦町一丁５番１４ 医療法人修医会　理 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:60-00837 
     (60-60175 ) ヤマグチ堺東クリニ 号瓦町ビル３階 事長　尾﨑　孝次
     ック
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険医療機関・保険薬局  廃止機関一覧表

 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

作成         頁

廃止理由項 番 廃止年月日

処理年月日
[平成29年12月 1日　から　平成29年12月31日　歯科] 平成30年 1月 4日    1

    1 24-00649 伊庭歯科医院 枚方市北中振一丁目１９番１ 伊庭　一洋 平成29年10月16日
     ６号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2 32-01624 なかむら歯科医院 守口市大枝東町４－３　大晃 中村　 之 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:32-02176 
     ビルⅠ　２階
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3 41-07119 溝上歯科診療所 大阪市北区中崎西二丁目１番 溝上　修平 平成29年10月 8日
     １号ゼネラルビル１号館５階
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4 50-07151 二郎歯科 東大阪市鴻池本町６番３２ 井口　二郎 平成29年12月 3日 新機関ｺｰﾄﾞ:50-07722 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5 91-03451 村上歯科 大阪市淀川区東三国五丁目１ 村上　宣人 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:91-04780 
     番３号クカワビル２０２号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6 94-05385 心斎橋山田兄弟歯科 大阪市中央区心斎橋筋一丁目 医療法人尚歯会　理 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:94-06656 
     １番１０号 事長　山田　正人
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7 94-06326 医療法人修医会　ロ 大阪市中央区南船場４－４－ 医療法人修医会　理 平成29年11月20日
     (94-66324 ) イヤルメディカルク ８クリエイティブ心斎橋５Ｆ 事長　山口　修司
     リニック
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険医療機関・保険薬局  廃止機関一覧表

 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

作成         頁

廃止理由項 番 廃止年月日

処理年月日
[平成29年12月 1日　から　平成29年12月31日　薬局] 平成30年 1月 4日    1

    1 03-02258 ジャパンファーマシ 寝屋川市香里南之町３６－３ 株式会社ジャパンフ 平成29年11月30日
     ー薬局　寝屋川店 ４ブランズタワー香里園ロジ ァーマシー　代表取
     ュマン１０３ 締役　前田　光男
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2 08-01085 ヤナイ保健薬局 大阪市東住吉区住道矢田１－ 柳井　久子 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:08-03354 
     ２５－７
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3 08-02802 ニコニコ薬局 大阪市東住吉区湯里四丁目７ 柳井　英之 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:08-03347 
     番３０号カーサファミーユ１
     ０１
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4 11-01741 りんご薬局 岸和田市中井町一丁目１５番 有限会社スノーベル 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:11-02533 
     ４号 　代表取締役　藤原
     　広之
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5 14-01216 ひまわり薬局 箕面市粟生新家３丁目５－１ 山本　千佳代 平成29年11月21日
     ８堀尾ビル１０２号室
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6 20-03524 すまーと薬局 大阪市住吉区長峡町６番９号 スマート薬局企画合 平成29年11月28日
     　エイワマンション１Ｆ 同会社　代表社員　
     三好　直哉
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7 23-02645 新世薬局　阿倍野店 大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁 新世薬品株式会社　 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:23-02934 
     目３番２４号１階 代表取締役　赤松　
     優仁
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8 24-02981 百薬堂薬局 枚方市伊加賀北町７番５２号 有限会社スノーベル 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:24-04136 
     １０２ 　代表取締役　藤原
     　広之
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9 24-03427 ルル薬局 枚方市禁野本町１丁目８－１ 有限会社スノーベル 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:24-04144 
     １ 　代表取締役　藤原
     　広之
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10 28-00358 エコー薬局 大阪市此花区伝法六丁目３番 株式会社エコー　代 平成27年 5月20日
     ２－１０７ 表取締役　奥見　郁
     子
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11 42-02991 みんなの薬局　茨木 茨木市宮島一丁目１－１大阪 福井　繁雄 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:42-03098 
     宮島店 府中央卸売市場内
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12 58-03946 つばさ調剤薬局 大阪市平野区瓜破５丁目２番 株式会社マーケット 平成29年11月30日 新機関ｺｰﾄﾞ:58-04027 
     ２９号　ＮＹＫビル１階 デザイン　代表取締
     役　前田　收
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13 91-02386 カトレア薬局 大阪市淀川区西三国三丁目１ 中井　実知子 平成29年12月15日
     番２７号


