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■阿倍野区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人晃伸会　整形外科おかもとクリニック 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2-15-10 06-6710-7011
整形外科・内科・リハビリテーション科・外科
リウマチ科、皮膚科

医療法人　西川医院 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-10 06-6714-5218 産婦人科・小児科・内科

医療法人　西口診療所 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2-31-10 06-6719-2702 精神科・神経科

しのはらようこ　レディースクリニック 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2-31-27 06-6714-5515 産婦人科

医療法人　久保田医院 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北3-9-18 06-6719-3277 内科・小児科・循環器内科

医療法人一功会　やまなか脳神経外科・内科・リハビリクリニック 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北3-11-4　スギ薬局林寺店２階 06-6710-1515 脳神経外科・内科・リハビリテーション科

中川医院 545-0003 大阪市阿倍野区美章園１-10-16 06-6622-1151
内科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科
小児科

髙島内科クリニック 545-0003 大阪市阿倍野区美章園3-3-2　髙島ビル１階 06-6627-0005 内科

医療法人樂吉会　うえしま内科クリニック 545-0004 大阪市阿倍野区文の里2-11-25　メディカルプラザ阿倍野２階 06-6655-0123 内科・循環器内科・呼吸器内科

あらいクリニック 545-0004 大阪市阿倍野区文の里2-11-25　メディカルプラザ阿倍野３階 06-6690-0007 泌尿器科・腎臓内科

医療法人　どい皮ふ科クリニック 545-0004 大阪市阿倍野区文の里2-11-25　メディカルプラザ阿倍野４階 06-6621-8612 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科

たにメンタルクリニック 545-0004 大阪市阿倍野区文の里2-11-25　メディカルプラザ阿倍野６階A 06-6655-0001 心療内科・精神科

すぎやま呼吸器内科クリニック 545-0004 大阪市阿倍野区文の里3-4-3 06-6626-5200 内科・呼吸器内科・アレルギー科

やはた内科クリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1-3-29　メゾンプルミエール１階 06-6624-3700 内科・消化器内科・糖尿病内科

医療法人博寿会　横田医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1-19-28 06-6622-1700
内科・消化器内科・循環器内科・漢方内科・外科
肛門外科・小児科・皮膚科

医療法人　河島医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-1-24 06-6629-2110 内科・消化器科・外科・放射線科

なごみクリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-18-24　佃ビル２階 06-6180-6603 内科・リウマチ科

松井クリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3-3-35 06-6627-7826 内科・消化器科

医療法人平山診療所　平山眼科 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3-10-8 06-6624-6477 眼科

医療法人　平山診療所 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3-10-20 06-6622-3102 内科・小児科

横田クリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-9-1　光信第２ビル２階 06-6624-7888 膠原病リウマチ内科

医療法人　池田医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-11-1 06-6621-3453 内科・小児科・放射線科

医療法人　河診療所 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-11-13 06-6629-6161 内科・小児科・リハビリテーション科

医療法人　二村耳鼻咽喉科ボイスクリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-12-16　グレースコートシーダーバレーⅢ２階 06-6622-2687 耳鼻咽喉科

よねざわ皮膚科クリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-12-16　グレースコートシーダーバレーⅢ３階３０２号 06-6654-8070 皮膚科・アレルギー科

医療法人恒裕会　桃ヶ池クリニック 545-0012 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-13-15 06-6625-6500 内科・腎臓内科・人工透析内科

ふじわら眼科クリニック 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町1-17-1　帝塚山クレバービル２階 06-6692-8957 眼科

医療法人伯德会　伯耆循環器・内科クリニック 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町1-17-1　帝塚山クレバービル３階３０２号室 06-4700-3211 内科・循環器科

医療法人伊藤クリニック　腎・泌尿器科伊藤クリニック 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町1-21-13　サンパティーク西田辺２階 06-6606-2277 泌尿器科

仲原クリニック 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町2-3-21　ルクレール鶴ヶ丘１階 06-6690-2525 内科・外科・消化器内科

医療法人　鈇田クリニック鈇田内科 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町2-8-2 06-6691-0872 内科・消化器科・放射線科・循環器科・皮膚科

川﨑耳鼻咽喉科 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町2-9-5 06-6691-1458 耳鼻咽喉科

医療法人純正会　鶴ヶ丘東診療所 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町2-9-8 06-6693-2101 内科・小児科

医療法人徳靖会　昭和町小尾クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-28-4　銀翠・小田ビル３・４階 06-6623-8701 内科・人工透析・腎臓内科

潮見クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-35-8 06-6627-3250 内科・消化器科・小児科

医療法人祐里会　かねこ整形外科 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-48-7 06-6657-6633 整形外科・リハビリテーション科

なかおかレディースクリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-50-10　日栄ビル１階 06-4703-3180 婦人科・産科

やぶのクリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-50-20　プレステル阪南１階 06-6629-3061 外科・脳神経外科・小児外科・神経内科

まえさこ医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-51-7 06-6622-3272 内科・小児科・外科・脳神経外科・神経内科・放射線科

桂　医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-13-5 06-6621-9100 内科・消化器科・小児科

金子耳鼻咽喉科（Ear&Nose Clinic） 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-19-1 06-4399-4133 耳鼻咽喉科・アレルギー科

石原医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-19-24 06-6621-9616
内科・小児科・胃腸内科・腎臓内科・放射線科
泌尿器科

医療法人凉庵会　整形外科吉田クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-20-16 06-6627-5511 整形外科・内科・リハビリテーション科

医療法人　杉本眼科 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-20-22 06-6624-1985 眼科

康クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-10-3　グレースコートシーダーバレーⅡ１階 06-6622-6123 内科（消化器）・外科

辻野診療所 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-32-8 06-6621-9053 内科・小児科・皮膚科

岡　医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-41-5 06-6622-4821 内科・小児科・胃腸科・循環器科

いのうえ小児科阪南クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町4-2-20 06-6626-3745 小児科



■阿倍野区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

さわクリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町4-2-29　ネオス１階 06-4399-3811 内科

かとう整形外科リハビリclinic 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-17-20　エムズスクエア西田辺１階 06-6616-7700 整形外科・リハビリテーション科

医療法人平治会　SALAレディースクリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-17-20　エムズスクエア西田辺２階 06-6622-0221 婦人科

神田内科クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-21-3 06-6694-0020 内科・糖尿病内科

医療法人西山会　にしやま消化器内科 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-23-18　HIKARI BLD. 06-4700-7700 消化器内科・内視鏡内科・胃腸内科・肝臓内科・内科

医療法人青葉会　田中外科医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-24-20 06-6691-1064 内科・消化器科・外科・肛門科

勇村医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-25-17 06-6691-2021 小児科・内科

うさみクリニック 545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-19-9　さくら北畠１階 06-6626-6533 内科・消化器内科・循環器内科・リハビリテーション科

いたがね整形外科 545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-20-19 06-6627-1010 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・内科

小松クリニック 545-0023 大阪市阿倍野区王子町1-10-2 06-6622-3258 外科・整形外科

医療法人　山田医院 545-0023 大阪市阿倍野区王子町2-12-14 06-6622-3166 外科・内科・小児科・小児外科

整形外科・内科　しょうもとクリニック 545-0023 大阪市阿倍野区王子町3-6-8 06-7176-2327 整形外科・内科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人喜新会　きた整形外科 545-0023 大阪市阿倍野区王子町3-12-11 06-6628-3011 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

やました内科 545-0032 大阪市阿倍野区晴明通5-6 06-6657-2557 内科・循環器科

医療法人俊徳会　整形外科みなとクリニック 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町2-10 06-6622-3710 整形外科・リウマチ科

医療法人　吉田医院 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町5-22 06-6622-4709 内科・放射線科・外科

おおまち眼科 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町6-7 06-6622-5806 眼科

中野医院 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町12-18 06-6621-1238 整形外科・リハビリテーション科・内科

いわさき内科医院 545-0035 大阪市阿倍野区北畠1-1-5 06-6654-5035 循環器内科・糖尿病内科・眼科

医療法人秀明会　吉田眼科医院 545-0035 大阪市阿倍野区北畠1-10-4 06-6622-2511 眼科

福本眼科クリニック 545-0035 大阪市阿倍野区北畠2-3-3 06-4703-3575 眼科

医療法人柏蔭会　柏原医院 545-0036 大阪市阿倍野区万代1-6-16 06-6622-1161 産婦人科・内科・漢方内科

おおた皮ふ科 545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-6-27　ルドウ・レスパスM36 06-6627-3311 皮膚科

すが内科クリニック 545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-6-27　ルドウ・レスパスM36 06-6625-0222 内科　

医療法人健友会　帝塚山病院 545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-12-11 06-6651-4331
内科・整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科
放射線科

医療法人仁生会　加藤クリニック 545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-14 06-6654-1181 内科・外科・胃腸科・皮膚科

医療法人　福壽會診療所 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-1-2 06-6656-3700 内科・外科

医療法人　冨吉医院 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-3-46 06-6651-4304 内科・小児科

医療法人坂本会　坂本クリニック 545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-10　竹澤ビル５階１号室 06-6632-8735 耳鼻咽喉科・皮膚科

医療法人　トキワクリニック 545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-17　サンビル阿倍野２階 06-6585-7706 泌尿器科

えすみリウマチ整形外科クリニック 545-6021 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス２１階 06-6628-8883 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

よりおか胎児クリニック 545-6090 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス２１階 06-6622-7070 産科・産婦人科

医療法人愛恵会　ハルカス内視鏡クリニック 545-6022 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス２２階 06-6623-2242 内科・消化器内科

医療法人霜星会　りかこレディースクリニック 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-15　阿倍野共同ビル8階 06-6625-7711 婦人科

医療法人心明会　レディースクリニックさわだ 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5　あべのルシアス１階１００号 06-6641-0981 婦人科・内科

医療法人清雄会　竹林医院 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-1 06-6621-5506 内科・リウマチ科

医療法人医修会　秋田医院 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-2　アベノクオレ１１０号 06-6633-9413 内科・循環器科・小児科・外科・リハビリテーション科

医療法人高寿会　山本内科小児科 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-3-2 06-6621-3261 内科・小児科

新宅医院 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-9-26 06-6622-0178 内科・放射線科・小児科

むぎたにクリニック 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-10-3 06-6616-7737 消化器内科・乳腺外科・外科

しんとう整形外科・リウマチクリニック 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2　アベノサンガビル１階 06-6659-3478 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

愛田クリニック 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2　アベノサンガビル２階 06-6651-8222 内科・循環器科

たしま皮フ科形成外科 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2　アベノサンガビル３階 06-4398-4112 皮膚科・形成外科・美容皮膚科

すずかけの木クリニック 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-3-37　松崎町グリーンハイツ１階１０４号 06-6626-2110 乳腺外科・内科・外科・老年内科

愛和こどもクリニック 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-9-25　あべの壱番館１０４－１ 06-6624-7612 小児科

医療法人紫峰会　伊賀医院 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3-15-14　ジョイテル阿倍野１階 06-6624-2466 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科

医療法人　こじま眼科クリニック 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町4-4-22　翡翠マンション１階 06-6621-4508 眼科

ゆうゆうクリニック 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町4-5-37　スクエアビル１階 06-6627-9978 心療内科・精神科・小児科

藤井歯科医院 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北1-2-11 06-6719-4182 歯科



■阿倍野区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

さんこうじ歯科クリニック 545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南2-23-20 06-6719-0501 歯科・小児歯科

大河歯科医院 545-0003 大阪市阿倍野区美章園2-28-10　チヤスビル２階 06-6719-1740 歯科一般

おおくぼ歯科医院 545-0004 大阪市阿倍野区文の里1-8-28　文の里ロイヤルハイツ１階 06-6622-4567 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

医療法人　佐々木歯科医院 545-0005 大阪市阿倍野区三明町1-14-5　ベアメナージュ１階 06-6623-0648 歯科一般・歯列矯正・小児歯科

川西歯科 545-0005 大阪市阿倍野区三明町2-11-22 06-6624-1854 歯科・小児歯科

くしま矯正歯科 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1-21-22　徳山ビル４階 06-6628-8148 歯科・矯正歯科・小児歯科

久保デンタルクリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1-21-25　ビルおおさき202 06-6654-4465 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

加護歯科医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-1-7　プチメゾン昭和町１階 06-6621-2655 歯科・小児歯科

医療法人青空会　足立歯科クリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-18-1　有馬パレス阿倍野１０１ 06-6621-8241 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科

大内歯科医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3-7-5 06-6624-1215 一般歯科

河村歯科医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町4-2-1 06-6628-0805 歯科・小児歯科

大谷歯科医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町4-7-28 06-6622-1301 歯科

いえさき歯科医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-11-6　西田辺７ーPlus１０１ 06-6624-4500 歯科・矯正歯科・小児歯科

慶元歯科クリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-12-16　グレースコートシーダーバレーⅢ３階 06-6654-6480 一般歯科・口腔外科・小児歯科

岡村歯科医院 545-0013 大阪市阿倍野区長池町12-3 06-6628-1887 歯科

医療法人建真会　うえたに歯科クリニック 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町1-1-20　ジョイ・コート家7D棟１階 06-4700-8148 歯科・口腔外科・矯正歯科・小児歯科

おごう歯科 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-24-22 06-6624-3060 歯科・小児歯科

山崎歯科クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-1-8　グレースコートシーダーバレー１０３号 06-6622-3309 小児歯科・歯科

坂本歯科医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-7-3 06-6622-3263 歯科・小児歯科・矯正歯科

久保歯科医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-18-14 06-6623-6601 歯科

玉田歯科医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-40-8　北畠コーポラス１階２階 06-6622-6608 歯科・小児歯科・矯正歯科

米倉歯科医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町4-5-7 06-6623-8019 一般歯科・小児歯科

医療法人優伸会　えがしら歯科 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-23-15　１０１号室 06-6693-4618 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科

きじ歯科西田辺診療所 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-25-11　エリーネス西田辺１階 06-6692-8148 歯科・小児歯科

行徳歯科医院 545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-14-20 06-6622-1088 歯科・小児歯科

いこま歯科医院 545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-20-15　播磨ビル１階 06-6621-6480 歯科・小児歯科

医療法人永山会　永山歯科医院 545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-24-1　グレースパイン１階 06-6696-1118 歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科

医療法人　年梅（ねんばい）歯科クリニック 545-0023 大阪市阿倍野区王子町4-3-22 06-6622-5714 歯科・小児歯科・口腔外科

じょうだい歯科医院 545-0032 大阪市阿倍野区晴明通11-7 06-6655-5525 歯科一般

浅井歯科診療所 545-0033 大阪市阿倍野区相生通2-10-4 06-6652-4069 歯科

覚道（かくどう）歯科医院 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-1-13　メゾブランシェ１階 06-6661-8148 歯科・小児歯科

岸上歯科医院 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-6-2 06-6653-8400 歯科・小児歯科・矯正歯科

緒方歯科医院 545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7　あべのメディックス２０１号 06-6631-3452
一般歯科・小児歯科・予防歯科・インプラント
審美歯科

医療法人白亜会　小室歯科阿倍野診療所 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス８階 06-6623-2401 一般歯科・予防歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

クシダ歯科 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31　あべのアポロビル５階 06-6632-0088 小児歯科・矯正歯科・歯科

岩村矯正歯科 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29　AITビル６階 06-6627-5000 矯正歯科

金村歯科 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-48 06-6623-3255 一般歯科・歯列矯正

こくぶ歯科 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-3-37　松崎町グリーンハイツ１０５号 06-6624-2859 一般歯科

いしはら歯科医院 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-9-5　セレスタ阿倍野松崎１０２ 06-6623-3946 歯科・小児歯科

松本歯科 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3-15-30　トキワハイム１階 06-6622-0930 歯科

■住吉区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

高岡クリニック 558-0001 大阪市住吉区大領4-2-10　エトワールホダカ１階 06-6608-2400 内科

ふくだレディースクリニック 558-0001 大阪市住吉区大領5-4-23　グレース住吉１０１号 06-6699-1239 産婦人科

医療法人美喜有会　さかもとクリニック（訪問診療部） 558-0003 大阪市住吉区長居1-2-17 06-6657-6510
整形外科・内科・精神科・皮膚科
リハビリテーション科

北野整形外科 558-0003 大阪市住吉区長居1-3-10 06-6690-5750 整形外科・リハビリテーション科

北脇クリニック 558-0003 大阪市住吉区長居2-9-25 06-6692-0262
内科・外科・整形外科・麻酔科・リウマチ科
リハビリテーション科

むらおか耳鼻咽喉科 558-0003 大阪市住吉区長居2-10-6　クレオ長居１階 06-6606-6811 耳鼻咽喉科

医療法人幸嘉会　もりファミリークリニック 558-0003 大阪市住吉区長居2-11-15 06-6690-0337 内科・外科・小児科・リハビリ・画像診断科



■住吉区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人　潤　皮ふ科 558-0003 大阪市住吉区長居2-12-4　Friends Apartment 1階 06-6692-1212 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科

島田内科クリニック 558-0003 大阪市住吉区長居3-7-14 06-6692-8814 内科・消化器内科

畑　内科クリニック 558-0003 大阪市住吉区長居3-8-3 06-6695-1044 内科

月山クリニック 558-0003 大阪市住吉区長居3-8-5 06-4700-3366 整形外科・リハビリテーション科

畑　小児科 558-0003 大阪市住吉区長居3-9-3 06-6691-5919 小児科

医療法人　広畑医院 558-0003 大阪市住吉区長居3-12-19 06-6691-3787 内科・外科・皮膚科

新井整形外科クリニック 558-0003 大阪市住吉区長居3-13-3　オブスローザビル２階２０１号 06-6691-1600 整形外科・外科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人　てらかど診療所 558-0003 大阪市住吉区長居4-10-23 06-6694-3856 内科・外科・在宅療法

医療法人寿甲会　李　クリニック 558-0004 大阪市住吉区長居東1-27-17 06-6691-2020 胃腸科・呼吸器科・外科・リハビリテーション科

医療法人社団真希会　チョウクリニック 558-0004 大阪市住吉区長居東3-15-14 06-6608-7813 内科・小児科・整形外科・通所リハビリテーション

森永クリニック 558-0004 大阪市住吉区長居東4-5-15　ホワイトシャトー長居１階１０３号 06-6696-6227 内科

坂口医院（内科循環器科） 558-0004 大阪市住吉区長居東4-11-12 06-6690-2412 内科・循環器内科

まえだ眼科 558-0004 大阪市住吉区長居東4-11-25　タケ＆ハルビル第１　３階３０１号室 06-6606-2220 眼科

吉田皮フ科 558-0004 大阪市住吉区長居東4-17-27 06-6697-8671 皮膚科

医療法人上野会　上野会クリニック 558-0004 大阪市住吉区長居東4-21-26 06-6609-1650
外科・消化器内科・乳腺外科・肛門外科・麻酔科
小児外科・整形外科・気管食道外科
リハビリテーション科、放射線科

たつえ医院 558-0004 大阪市住吉区長居東4-21-28 06-6690-2399 内科

にしじま内科・小児科 558-0011 大阪市住吉区苅田1-1-14 06-6609-8181 内科・循環器科・小児科

医療法人　こどもクリニック　森 558-0011 大阪市住吉区苅田3-6-3　パールヒルズニシオ１階 06-6697-4801 小児科

タナカクリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田3-9-5 06-6696-8755 内科・消化器内科・肝臓内科・眼科

くろやま内科・在宅クリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田3-13-2　サンシティマンション１階 06-6607-3330 内科・呼吸器内科

医療法人愛育会　かじもと皮膚科医院 558-0011 大阪市住吉区苅田3-17-20　サンライズヤマウチ１階 06-6692-7873 皮膚科

平野整形外科 558-0011 大阪市住吉区苅田5-15-13　はりまやSビル２階 06-6695-0009 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人希望会　辻村内科循環器科 558-0011 大阪市住吉区苅田5-15-13　Sビル３階 06-6606-2525 内科・循環器科

医療法人英仁会　浅井耳鼻咽喉科 558-0011 大阪市住吉区苅田5-16-6　ボナール辻川 １階 06-6696-3363 耳鼻咽喉科

たつたレディースクリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田5-19-19　あびこ駅前クリニックモール３階 06-6696-6080 産婦人科

医療法人　たばたクリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田5-19-19　あびこ駅前クリニックモール３階 06-6694-8180 心療内科・神経科・精神科

医療法人大橋ヘルスケア　あびこ内科外科大橋クリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田7-6-28　第１ユニオンハイツ１０３ 06-6655-1122 内科・消化器内科・アレルギー科・外科・肛門外科

医療法人　北谷医院 558-0011 大阪市住吉区苅田7-8-4 06-6698-9757 内科・小児科

医療法人光陽会　小森内科 558-0011 大阪市住吉区苅田7-11-10　平元ハイツ１階 06-6696-1171 内科

医療法人　三橋医院 558-0011 大阪市住吉区苅田8-6-27 06-6698-0661 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

耳鼻咽喉科　岡本医院 558-0011 大阪市住吉区苅田9-15-12 06-6696-3387 耳鼻咽喉科

南里眼科 558-0011 大阪市住吉区苅田9-15-26　ロイヤルメゾン東和１階 06-6696-8732 眼科

医療法人　いわがき内科クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-1-29　ドムール長居南館１階 06-6616-7081 内科・呼吸器内科・アレルギー科・感染症内科

医療法人中川会　なかがわクリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-3-2 06-6616-7765
内科・外科・消化器内科・肛門外科
リハビリテーション科

医療法人山裕会　山本クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-4-3　レグルス我孫子１階 06-6696-3550 脳神経外科

さくメンタルクリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-4-25　ホーミングスタジオビル５階 06-6691-3399 心療内科・精神科・児童精神科

医療法人翔寿会　こんどう整形外科クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-4-29 06-6690-5353
整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科
スポーツ整形

医療法人穂恩会　あびこ駅前つじもと整形外科医院 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-7-38　クリニックステーションあびこ２階 06-6692-0222 整形外科・リハビリテーション科

医療法人村山会　むらやま大腸肛門クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-7-38　クリニックステーションあびこ４階 06-6115-7064 肛門外科・内視鏡内科・消化器内科・内科

医療法人桜正会　まえぼう内科クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-8-27 06-4700-8800 内科・呼吸器科・アレルギー科

医療法人真芳会　はやし泌尿器クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-1-1　泰清ビル２階 06-6609-8080 泌尿器科

医療法人健永会　アビコながいクリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-1-1　泰清ビル３階 06-6694-0099 脳神経外科

医療法人雅会　南野耳鼻咽喉科 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-1-3 06-4700-3387 耳鼻咽喉科

ヤマダ内科・小児科 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-1-18 06-6691-5964 内科・小児科

市吉医院 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-1-35 06-6691-1674 内科・放射線科・耳鼻咽喉科・小児科・眼科・皮膚科

医療法人順風会　あびこ森村クリニック 558-0014 大阪市住吉区我孫子1-7-6 06-6694-7711
内科・外科・整形外科・消化器内科・循環器内科
リハビリテーション科・放射線科

医療法人　小児科　南野クリニック 558-0014 大阪市住吉区我孫子2-7-33　サザンドーム１階 06-6699-7711 小児科

ナカタ医院 558-0014 大阪市住吉区我孫子3-3-30　プレイスOM１号 06-6655-0590 内科・小児科



■住吉区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人銀嶺会　土田クリニック 558-0015 大阪市住吉区我孫子西2-2-20　エスターブレ１階 06-6608-0119 内科

医療法人新生会　にいのぶ内科 558-0015 大阪市住吉区我孫子西2-7-7 06-6691-1577 内科・胃腸科

医療法人鹿野苑会　河野クリニック 558-0022 大阪市住吉区杉本2-20-10 06-6691-2973 内科・小児科

医療法人秀整会　長　整形外科 558-0023 大阪市住吉区山之内1-25-30　プレジール・アン・山之内１階 06-6607-8001 整形外科・リハビリテーション科

権藤診療所 558-0023 大阪市住吉区山之内2-8-14 06-6692-3290 婦人科・内科・外科・皮膚科

医療法人恵愛会　クリニック畑森 558-0023 大阪市住吉区山之内2-9-11 06-6692-4819 内科

医療法人　武内医院 558-0023 大阪市住吉区山之内2-12-5 06-6691-1817 内科・小児科

アイアイ眼科医院 558-0023 大阪市住吉区山之内3-1-7 06-4700-3536 眼科

杉本診療所 558-0023 大阪市住吉区山之内3-2-27 06-6691-0981 内科・消化器科

佐竹医院 558-0031 大阪市住吉区沢之町1-1-4 06-6606-3066 内科・消化器内科・リハビリテーション科

医療法人光優会　西村クリニック 558-0031 大阪市住吉区沢之町1-1-16 06-6608-3777 内科・消化器科・リハビリテーション科

南大阪医療生活協同組合　住吉民主診療所 558-0031 大阪市住吉区沢之町1-3-16 06-6696-5250 内科・小児科・婦人科・アレルギー科

新居内科 558-0032 大阪市住吉区遠里小野1-10-24 06-6609-8230 内科

医療法人　河南医院 558-0032 大阪市住吉区遠里小野1-12-9 06-6691-1322 内科（呼吸器・循環器・アレルギー）

沢井産婦人科医院 558-0032 大阪市住吉区遠里小野3-4-8 06-6694-1115 産婦人科・内科・小児科

浦島医院 558-0032 大阪市住吉区遠里小野4-9-10　カルムⅢ１階 06-6696-0341 外科・胃腸科・内科

桂　診療所 558-0032 大阪市住吉区遠里小野5-12-34 06-6691-2087 内科

稲田内科 558-0032 大阪市住吉区遠里小野7-1-11 06-6693-0155 内科・胃腸科・循環器科　　　　　　　　

医療法人　岩本整形外科 558-0033 大阪市住吉区清水丘1-7-2 06-6675-6100 整形外科・リハビリテーション科

医療法人メディコンフォート　中西クリニック 558-0033 大阪市住吉区清水丘1-25-12 06-6671-5000 内科・小児科

橋本皮膚科 558-0033 大阪市住吉区清水丘2-1-29 06-4701-7779 皮膚科

きしもとクリニック　泌尿器科 558-0033 大阪市住吉区清水丘2-4-5 06-6671-7274 泌尿器科・リハビリテーション科

田中眼科医院 558-0033 大阪市住吉区清水丘2-17-5 06-6671-4854 眼科

医療法人松風会　多田耳鼻咽喉科医院 558-0033 大阪市住吉区清水丘2-23-21 06-6671-1058 耳鼻咽喉科

中川クリニック 558-0033 大阪市住吉区清水丘2-29-13 06-6673-7112 小児科・アレルギー科

医療法人美喜有会　さかもとクリニック 558-0041 大阪市住吉区南住吉1-23-17 06-6695-5551
内科・整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科
外科・脳神経外科

山本医院 558-0041 大阪市住吉区南住吉2-2-4 06-6609-5557 外科・内科・胃腸科

医療法人紀陽会　長居クリニック 558-0041 大阪市住吉区南住吉2-6-60 06-6698-2200 内科・透析科

医療法人　武田小児科医院 558-0041 大阪市住吉区南住吉2-14-19　平成ハイツ壱番館１階 06-6691-6551 小児科

医療法人宏正会　林　整形外科クリニック 558-0041 大阪市住吉区南住吉3-19-27　グレース東山１階 06-6696-8558 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人　小橋医院 558-0041 大阪市住吉区南住吉4-1-14 06-6691-1968 耳鼻咽喉科

医療法人　しみず整形外科 558-0041 大阪市住吉区南住吉4-8-16 06-6696-7287 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

霜野医院 558-0042 大阪市住吉区殿辻1-7-22 06-4700-9058 内科・消化器科

医療法人瓢成会　なかがわレディースクリニック 558-0044 大阪市住吉区長峡町5-5 06-6671-0158 産科・婦人科

小松原千鶴子 診療所 558-0044 大阪市住吉区長峡町6-7　住吉公園パインクレスト１階 06-6671-1160 内科・神経内科

医療法人　竹安医院 558-0045 大阪市住吉区住吉1-10-24 06-6673-0175 眼科

小宮クリニック 558-0045 大阪市住吉区住吉1-13-23 06-6673-3301 内科

医療法人正章会　松倉皮膚科医院 558-0045 大阪市住吉区住吉2-9-109 06-4701-1244 皮膚科・アレルギー科・形成外科

医療法人慶秋会　あきやまクリニック 558-0047 大阪市住吉区千躰2-2-9 06-6674-8000 内科・呼吸器科・アレルギー科

泌尿器科　まるやまクリニック 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-12-13　チエロ・マレ東粉浜Ⅰ　１階 06-6676-2333 泌尿器科

ふくろく整形外科クリニック 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-23-20 06-6678-2969 整形外科・リウマチ科･リハビリテーション科・外科

医療法人　成山医院 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-23-24 06-6671-4682 内科・循環器科

小林医院 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-31-4 06-6671-3101 小児科・内科

医療法人　何クリニック 558-0052 大阪市住吉区帝塚山西1-1-23 06-6658-1500 内科・消化器科・胃腸科

医療法人　渡部（わたなべ）診療所 558-0052 大阪市住吉区帝塚山西1-12-20 06-6672-4116 内科・消化器内科・耳鼻咽喉科・アレルギー科

医療法人カメリア　帝塚山椿館クリニック 558-0053 大阪市住吉区帝塚山中3-5-11 06-6690-0710 心療内科・神経内科・精神科・皮膚科

白木整形外科クリニック 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東1-1-2 06-6674-8055 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

たけだコドモクリニック 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東2-3-14 06-6606-8115 小児科・アレルギー科

医療法人三幸会　小澤診療所 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東3-8-15 06-6671-6780 内科・小児科・リハビリテーション科



■住吉区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人祥風会　みどりクリニック 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東4-2-3 06-6676-5600 内科・循環器科・リハビリテーション科・精神科

医療法人ハートフリーやすらぎ　住吉診療所 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東5-8-3 06-6678-2511 内科・整形外科・小児科

医療法人住寿会　福寿会診療所 558-0055 大阪市住吉区万代2-7-15　旭マンション1B 06-6675-4100 内科・整形外科・リハビリテーション科

医療法人　澤田医院 558-0055 大阪市住吉区万代2-8-11 06-6671-7092 内科・外科・小児科・皮膚科・リハビリテーション科

医療法人　クリニック石田 558-0055 大阪市住吉区万代3-12-5　ハイムスタイン２階 06-6676-1700 耳鼻咽喉科・気管食道科

医療法人　小豆沢クリニック 558-0055 大阪市住吉区万代5-14-1　スペースサプライ２０１ビル２階 06-6674-6060 内科、在宅診療

医療法人井紀会　井谷医院 558-0055 大阪市住吉区万代6-19-29 06-6672-3302 内科・消化器科・循環器科

医療法人惠晴会　わたべクリニック 558-0056 大阪市住吉区万代東1-4-12 06-6609-6633 脳外科・神経内科・小児外科・リハビリテーション科

ひつじBaby＆KidsClinic 558-0056 大阪市住吉区万代東2-2-22 06-6606-1243 小児科・新生児科

■住吉区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

上谷歯科医院 558-0001 大阪市住吉区大領2-2-26　ハイツ大領１階 06-6695-2166 歯科

医療法人永劫会　岡﨑歯科医院 558-0002 大阪市住吉区長居西1-7-3 06-6693-4435 一般歯科・歯科口腔外科・矯正歯科・小児歯科

長居くぼた歯科医院 558-0002 大阪市住吉区長居西2-11-5 06-6694-2022 小児歯科・口腔外科

福田歯科医院 558-0002 大阪市住吉区長居西3-1-22　プレミールマンション１階 06-6608-3570 歯科

山口歯科医院 558-0003 大阪市住吉区長居2-9-4 06-6694-0469 歯科

石原歯科医院 558-0003 大阪市住吉区長居2-12-8 06-6692-1652 歯科

しろやま歯科医院 558-0003 大阪市住吉区長居3-8-4　畑長居駅前ビル２階 06-6608-4182 歯科・小児歯科・口腔外科

松岡歯科医院 558-0003 大阪市住吉区長居3-13-3　オプスローザビル１階 06-6694-5105 歯科・口腔外科

さくま歯科医院 558-0003 大阪市住吉区長居4-4-16 06-6608-8049 歯科

松本歯科医院 558-0004 大阪市住吉区長居東1-22-16 06-6608-8664 歯科

田中歯科医院 558-0004 大阪市住吉区長居東2-6-11 06-6696-4137 一般歯科・小児歯科

山下歯科医院 558-0004 大阪市住吉区長居東2-11-13 06-6691-3391 歯科

しのべ歯科 558-0004 大阪市住吉区長居東3-3-53　エバーグリーン長居１号棟１階 06-6698-8133 歯科・小児歯科

長居駅前ココロ歯科クリニック 558-0004 大阪市住吉区長居東4-2-2　 06-6607-6685 歯科

医療法人陵南会　ひらき矯正歯科 558-0004 大阪市住吉区長居東4-7-15　田中ビル2階 06-6608-0875 矯正歯科

渡辺歯科医院 558-0004 大阪市住吉区長居東4-11-24　門脇ビル２階 06-6696-0101 歯科・歯科口腔外科・小児歯科

久米歯科医院 558-0011 大阪市住吉区苅田2-5-17 06-6697-2271 歯科

医療法人健世会　なかの歯科クリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田3-17-24　ハイツ栗新我孫子１階 06-6606-2500 歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科

医療法人　田中歯科クリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田7-2-3　竹谷マンション１階 06-6696-1662 歯科

芳野（よしの）歯科医院 558-0011 大阪市住吉区苅田7-4-10　エクセルライフ我孫子１１１・１１２号室 06-6696-6118 一般歯科・小児歯科

村上歯科 558-0011 大阪市住吉区苅田7-12-19　北野マンション２階２０４号 06-6698-2003 一般歯科

やすば歯科医院 558-0011 大阪市住吉区苅田7-12-28　２０２号 06-6697-5519 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

杉本歯科医院 558-0011 大阪市住吉区苅田8-12-31　プランドールソシア１階 06-6698-4182 歯科・小児歯科・口腔外科

医療法人　小倉歯科医院 558-0011 大阪市住吉区苅田9-11-16 06-6697-1360 歯科

医療法人清寧会　とも歯科医院 558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-1-5　サンシャイン我孫子１０１号室 06-6654-6831 歯科・小児歯科・口腔外科

T＆Rデンタルクリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-1-6　アビコエイトビル１階１C 06-6115-7238 歯科・小児歯科

やまもと小児歯科 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-5-27 06-6608-5525 小児歯科・歯科

医療法人修成会　まつうら歯科・こども歯科 558-0014 大阪市住吉区我孫子3-2-5 06-6698-6480 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

梅山歯科医院 558-0014 大阪市住吉区我孫子3-8-17 06-6691-3403 歯科

もりた歯科医院 558-0015 大阪市住吉区我孫子西2-2-17　エスポワール東進１階 06-6695-4180 歯科・小児歯科・矯正歯科

角田歯科医院 558-0023 大阪市住吉区山之内1-10-52 06-6695-2122 歯科一般・小児歯科・矯正歯科

にしおか歯科医院 558-0023 大阪市住吉区山之内4-1-1　エミネンスパレス１階 06-6696-6480 歯科・小児歯科

公園前こばやし歯科医院 558-0031 大阪市住吉区沢之町1-1-2　パークサイドマンション１階１０１ 06-6693-2800 一般歯科・小児歯科

かと歯科医院 558-0032 大阪市住吉区遠里小野1-8-12 06-6608-8811 歯科

かわの歯科 558-0032 大阪市住吉区遠里小野1-10-18 06-6699-4182 歯科・矯正歯科

菊井歯科医院 558-0032 大阪市住吉区遠里小野5-1-10 06-6697-0418 一般歯科・矯正歯科・小児歯科

中川歯科医院 558-0033 大阪市住吉区清水丘2-24-19 06-6671-5939 歯科・矯正歯科・小児歯科

医療法人　長尾歯科医院 558-0033 大阪市住吉区清水丘3-10-4 06-6671-5977 歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科



■住吉区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

吉川歯科医院 558-0041 大阪市住吉区南住吉1-6-7 06-6693-9254 歯科

上谷　徹 歯科医院 558-0041 大阪市住吉区南住吉1-25-16 06-6699-8811 歯科・小児歯科・矯正歯科

小出歯科医院 558-0041 大阪市住吉区南住吉2-21-15 06-6693-0804 歯科

はやた歯科クリニック 558-0041 大阪市住吉区南住吉3-10-37　グランアム１階 06-6692-1848 歯科・小児歯科・矯正歯科

医療法人豊永会　やすだ歯科クリニック 558-0041 大阪市住吉区南住吉4-16-16 06-4700-8000 歯科・小児歯科・矯正歯科

野呂歯科医院 558-0043 大阪市住吉区墨江4-1-23　ノザワマンション１階 06-6671-7554 歯科一般

こうの歯科 558-0043 大阪市住吉区墨江4-4-1　沢ノ町駅前８８マンション１階 06-6675-4618 歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科

代田歯科医院 558-0044 大阪市住吉区長峡町2-4 06-6674-0166 一般歯科

溝口歯科医院 558-0046 大阪市住吉区上住吉2-11-3 06-6671-2467 歯科

南歯科診療所 558-0051 大阪市住吉区東粉浜2-20-5 06-6671-4220 歯科

宮井歯科医院 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-16-26 06-6671-1066 矯正・小児歯科・口腔外科

医療法人健英会　栗田歯科医院 558-0052 大阪市住吉区帝塚山西1-1-13　ベルメゾンビル２階 06-6672-4100 歯科・小児歯科・矯正歯科

吉田歯科医院 558-0052 大阪市住吉区帝塚山西2-13-2 06-6671-1182 歯科

ONO DENTAL CLINIC 558-0053 大阪市住吉区帝塚山中1-2-21 06-6674-6480 一般歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

久島歯科医院 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東1-3-19 06-6671-2365 歯科

しまぶくろ歯科医院 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東1-5-6　かね宗ビル１階 06-6675-0418 歯科

たかしま歯科医院 558-0055 大阪市住吉区万代4-1-2 06-4701-4141 歯科・小児歯科

平嶋歯科 558-0055 大阪市住吉区万代6-9-20 06-6671-0102 一般歯科

医療法人榮祐会　ゆうもりデンタルクリニック 558-0056 大阪市住吉区万代東1-4-17　アルデール帝塚山１０１号 06-6699-8484 一般歯科・小児歯科・口腔外科

黒沢歯科医院 558-0056 大阪市住吉区万代東2-2-16 06-6693-6471 一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科

■東住吉区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人　井上クリニック 546-0002 大阪市東住吉区杭全5-8-15 06-6713-5703
整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科
耳鼻咽喉科・アレルギー科

たなか医院 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-16-2　シャンブル杭全１階 06-6713-8577 内科・小児科

東住吉スズキクリニック 546-0003 大阪市東住吉区今川3-12-12　２階 06-6796-7878 内科・肝臓内科・消化器内科・女性内科

おうぎもと小児科 546-0003 大阪市東住吉区今川3-12-12　スズキビル３階 06-6760-6220 小児科

宮﨑医院 546-0011 大阪市東住吉区針中野3-10-20　ジェネスコート１階 06-4302-3588 内科・小児科

医療法人　大屋耳鼻咽喉科 546-0011 大阪市東住吉区針中野3-12-19 06-6702-8659 耳鼻咽喉科

医療法人千寿会　ヒグチ外科 546-0012 大阪市東住吉区中野1-5-6 06-6702-1205
内科・外科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科
放射線科・整形外科

川合内科・小児科 546-0012 大阪市東住吉区中野4-5-18 06-6797-8512 内科・小児科・呼吸器科・アレルギー科

もりやまクリニック 546-0012 大阪市東住吉区中野4-12-16　アマナ１階店舗東側 06-6701-6188 内科・消化器内科

医療法人博香会　整形外科　やのクリニック 546-0013 大阪市東住吉区湯里1-1-8 06-6701-8489
外科・整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科
皮膚科

医療法人敬生会　フジモト眼科 546-0013 大阪市東住吉区湯里1-3-22 06-6704-5561 眼科

医療法人　森沢クリニック 546-0013 大阪市東住吉区湯里1-14-13 06-6704-5001 整形外科・内科・外科・麻酔科・リハビリテーション科

医療法人嘉誠会　山本医院 546-0013 大阪市東住吉区湯里2-5-11　パステル針中野１階 06-6704-2982
外科・胃腸科・肛門科・整形外科
リハビリテーション科・放射線科

落合クリニック 546-0013 大阪市東住吉区湯里4-9-11 06-6760-5711 内科・消化器科・リハビリテーション科

医療法人　中村医院本院 546-0013 大阪市東住吉区湯里6-13-23 06-6702-3358 眼科

医療法人善医会　玉田整形外科 546-0013 大阪市東住吉区湯里6-14-14　コートMR１階 06-6702-7887
整形外科・内科・リハビリテーション科・リウマチ科
アレルギー科・皮膚科

医療法人　はまだ医院 546-0014 大阪市東住吉区鷹合1-14-7 06-6692-0867 内科・小児科・リハビリテーション科

医療法人太子会　おおしろクリニック 546-0014 大阪市東住吉区鷹合1-17-30 06-6608-0046 内科・外科・乳腺外科・リハビリテーション科

長崎甲状腺クリニック 546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-1-16 06-6607-7619 内分泌内科（甲状腺）

坂田医院 546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-3-27 06-6692-3669
ペインクリニック・整形外科・外科・内科
アレルギー科

矢野内科 546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-13-16 06-7890-9070 内科・消化器科

榊クリニック 546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-16-29 06-6690-1333 内科・循環器科・外科・心臓血管外科

医療法人　武知小児科内科 546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-17-4 06-6691-9471 小児科・内科・循環器科

藤村外科医院 546-0014 大阪市東住吉区鷹合3-14-17 06-6691-5167 外科・内科・皮膚科・放射線科

医療法人若葉会　上田医院 546-0014 大阪市東住吉区鷹合3-16-18 06-6692-3773 内科・小児科

阿部耳鼻咽喉科 546-0014 大阪市東住吉区鷹合3-17-31 06-6692-1669 耳鼻咽喉科

北島クリニック 546-0014 大阪市東住吉区鷹合4-13-17 06-6691-6898 内科・アレルギー科



■東住吉区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

藤崎クリニック 546-0021 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田1-10-12 06-6703-5607 内科・循環器科

医療法人医道会　中島医院 546-0021 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田1-10-15 06-6701-0263 内科・循環器内科・小児科・皮膚科

医療法人　松山診療所 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田1-25-5 06-6702-1858 内科・外科・小児科

森本内科クリニック 546-0023 大阪市東住吉区矢田1-19-20 06-6698-4184 内科・消化器内科・肝臓内科

上山クリニック 546-0023 大阪市東住吉区矢田2-5-6　グランフォーム細田１階 06-6698-1302
内科・循環器・呼吸器・消化器・外科・肛門科・皮膚科
整形外科・心療内科

クロダ耳鼻咽喉科 546-0023 大阪市東住吉区矢田2-9-14 06-6607-3223 耳鼻咽喉科

医療法人　ウマノ整形外科クリニック 546-0023 大阪市東住吉区矢田2-17-3　オーシャン長居公園１階 06-6698-8411
整形外科・内科・外科・麻酔科・リウマチ科
リハビリテーション科

医療法人社団創生会　クリニックそうせい 546-0023 大阪市東住吉区矢田3-7-10 06-6693-0077 内科・皮膚科・小児科・診療内科・アレルギー科

医療法人　島田医院 546-0023 大阪市東住吉区矢田4-10-17 06-6692-3093 内科・（小児科）

矢田生活協同組合医療センター 546-0023 大阪市東住吉区矢田5-7-34 06-6696-1751 外科・整形外科・内科・小児科

社会福祉法人ふれあい共生会　花嵐診療所 546-0023
大阪市東住吉区矢田6-8-7
　社会福祉法人ふれあい共生会特別養護老人ホーム花嵐内

06-6699-8787 内科・整形外科・精神科・神経内科

おさんぽこどもクリニック 546-0031 大阪市東住吉区田辺3-24-12 06-6626-2355 小児科・アレルギー科・内科

医療法人　和泉医院 546-0031 大阪市東住吉区田辺4-5-10 06-6622-7585 皮膚科・泌尿器科

はちかわ耳鼻咽喉科 546-0032 大阪市東住吉区東田辺2-1-2　フローラル東田辺１階 06-6606-3317 耳鼻咽喉科

医療法人　金子外科 546-0032 大阪市東住吉区東田辺2-27-8 06-6607-5225 外科・整形外科・内科・リハビリテーション科・胃腸科

医療法人昌景会　西谷医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺3-6-16　フローラ永互１階 06-6694-2211 外科・脳神経外科・小児外科・リハビリテーション科

西村医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺3-23-4 06-6699-1230 胃腸科・外科・整形外科・リハビリテーション科

中尾クリニック 546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-7-2 06-6625-7787
内科・消化器科・呼吸器科・循環器科
リハビリテーション科

医療法人　山口クリニック 546-0033 大阪市東住吉区南田辺3-21-17 06-6608-8822 内科・外科　

こうクリニック 546-0033 大阪市東住吉区南田辺5-30-7　コスミックライフ長居１階 06-6692-2698 内科・消化器科・肛門科・外科・小児科

神経科・河﨑会クリニック 546-0035 大阪市東住吉区山坂1-20-10　サンプラザ山坂１階 06-6629-1769 精神科

医療法人西村会　西村診療所 546-0035 大阪市東住吉区山坂2-4-4 06-6621-2363 外科・呼吸器内科・消化器内科

やすだ内科クリニック 546-0035 大阪市東住吉区山坂3-5-15 06-6626-5678 内科・心療内科

山田医院 546-0035 大阪市東住吉区山坂3-8-25 06-6621-8604 内科・小児科・消化器科・放射線科

ササモト眼科 546-0035 大阪市東住吉区山坂4-1-27 06-6692-6656 眼科

医療法人　和田医院 546-0035 大阪市東住吉区山坂5-2-8 06-6699-2814 呼吸器内科・消化器内科・内科

社会福祉法人愛徳福祉会　南大阪小児リハビリテーション病院 546-0035 大阪市東住吉区山坂5-11-21 06-6699-8731 小児科・整形外科

医療法人あじさい会　よねかわクリニック 546-0035 大阪市東住吉区山坂5-15-37 06-6697-8858 内科・循環器内科・小児科

医療法人　慶元クリニック 546-0035 大阪市東住吉区山坂5-16-25　パールタウン鶴ヶ丘１階 06-6608-8200
外科・内科・胃腸科・肛門科・整形外科
リハビリテーション科

医療法人　中浜医院 546-0041 大阪市東住吉区桑津3-12-18 06-6713-0821 内科・小児科

医療法人　田島医院 546-0042 大阪市東住吉区西今川1-6-16 06-6719-5502 内科・小児科

医療法人真鈴会　かいこうクリニック 546-0042 大阪市東住吉区西今川3-1-21 06-6769-7811 内科・外科・人工透析

医療法人　森　医院 546-0042 大阪市東住吉区西今川3-7-11 06-6702-7034 内科・消化器科・小児科

医療法人　田中クリニック 546-0042 大阪市東住吉区西今川3-25-1 06-6705-5556 内科・外科・整形外科

医療法人　マエダクリニック 546-0043 大阪市東住吉区駒川1-6-18　メゾンセドーレ１階 06-6713-2011 循環器科・内科

杉浦眼科 546-0043 大阪市東住吉区駒川3-1-7　梅川ビル１階 06-6628-2881 眼科

医療法人　加野医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川3-30-3 06-4399-3800 内科・循環器科・呼吸器科・小児科

医療法人　天野整形外科 546-0043 大阪市東住吉区駒川4-1-5 06-6692-5437
整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・外科
皮膚科・泌尿器科

和田耳鼻咽喉科医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川4-7-15 06-6691-4075 耳鼻咽喉科

医療法人　吉田医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川4-12-5 06-6692-3002 内科・循環器科・耳鼻咽喉科

医療法人秀香会　山本クリニック 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-8-2 06-6698-1200 内科・胃腸内科・外科・肛門外科・皮膚科

佐々木クリニック 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-9-12 06-6692-3165 内科・小児科・胃腸科・肛門科

浅井内科医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-13-9 06-6697-7880 内科・消化器科

田中医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-22-22 06-6692-2980 内科・循環器科

医療法人むつみ　渡辺整形外科医院 546-0044 大阪市東住吉区北田辺2-5-7　アモーレ美章園１階 06-6710-0100 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人　たけだクリニック 546-0044 大阪市東住吉区北田辺4-8-7 06-6719-7011 内科・消化器科・小児科

整形外科　はぶクリニック 546-0044 大阪市東住吉区北田辺4-16-1 06-6777-9915 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

医療法人癒しの杜　にしかわクリニック 546-0044 大阪市東住吉区北田辺6-6-3　イトーピア北田辺１階１０３号 06-6625-7801 内科・糖尿病内科・小児科・漢方内科

井口医院 546-0044 大阪市東住吉区北田辺6-13-8 06-6628-6131 内科・婦人科



■東住吉区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

江原歯科医院 546-0001 大阪市東住吉区今林1-2-68　東部市場内関連営業棟西１階２号 06-6756-3400 歯科・小児歯科

医療法人　青洲会診療所 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-4-20 06-6713-9592 歯科口腔外科・小児歯科

森内歯科医院 546-0002 大阪市東住吉区杭全5-12-18 06-6714-0331 歯科・小児歯科

坪田歯科 546-0002 大阪市東住吉区杭全8-5-28 06-4301-9700 一般歯科

矢田歯科医院 546-0002 大阪市東住吉区杭全8-12-14 06-6704-0155 歯科・小児歯科

森本歯科医院 546-0003 大阪市東住吉区今川1-7-17　エミネンス今川 １階 06-6714-8211 歯科・小児歯科・矯正歯科

つづき歯科医院 546-0003 大阪市東住吉区今川3-8-29 06-6719-1212 歯科口腔外科・一般歯科・小児歯科・矯正歯科

三島歯科 546-0011 大阪市東住吉区針中野1-13-14 06-6701-0025 歯科

エムラ歯科 546-0011 大阪市東住吉区針中野3-1-2 06-6700-6480 歯科・小児歯科

さいのき（才野木）歯科医院 546-0011 大阪市東住吉区針中野3-9-1 06-6704-4777 歯科

竹内歯科クリニック 546-0011 大阪市東住吉区針中野3-10-20　ジュネスコート２階 06-6799-6480 歯科

河村歯科 546-0012 大阪市東住吉区中野2-1-29　ボナールナカノ１階 06-6701-2033 歯科・小児歯科・矯正歯科

よりもと歯科医院 546-0012 大阪市東住吉区中野3-11-15　シャルム湯里１０５号 06-6797-1635 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

医療法人清誠　清誠歯科 546-0012 大阪市東住吉区中野4-13-13 06-6790-1111 一般歯科・歯科口腔外科・矯正歯科・小児歯科

山本歯科 546-0013 大阪市東住吉区湯里2-5-10　パステル針中野２階 06-6797-2202 歯科・小児歯科

奥歯科医院 546-0013 大阪市東住吉区湯里4-7-30　CASA・FAMILLE１階１０３号室 06-6704-6480 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

医療法人清博会　野瀬歯科 546-0013 大阪市東住吉区湯里6-2-23 06-6705-3554 一般歯科・小児歯科・訪問歯科

はまだ歯科 546-0014 大阪市東住吉区鷹合1-14-5 06-6608-3546 一般歯科

中塚歯科 546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-9-26 06-6697-3838 歯科

かせたに歯科医院 546-0014 大阪市東住吉区鷹合3-4-1 06-6690-1665 一般歯科・小児歯科・口腔外科

寺前歯科 546-0014 大阪市東住吉区鷹合3-18-28　光和ハイツ１階 06-6696-1064 歯科・小児歯科

医療法人育成会　榊原歯科医院 546-0021 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田3-1-2 06-6790-5252 一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科

医療法人健成会　ヤスナリ歯科クリニック 546-0023 大阪市東住吉区矢田4-15-2　パームコートⅡビル１階 06-6608-0223 歯科・小児歯科

ぬの出歯科 546-0023 大阪市東住吉区矢田4-16-2　阪和電業ビル２階 06-6691-4618 歯科・小児歯科

ふくち歯科医院 546-0024 大阪市東住吉区公園南矢田3-12-1 06-6697-7140 一般歯科・小児歯科

てらにし歯科医院 546-0031 大阪市東住吉区田辺1-5-11 06-6625-5400 歯科・小児歯科

荒木歯科医院 546-0031 大阪市東住吉区田辺2-5-13 06-6621-4488 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

小泉歯科医院 546-0031 大阪市東住吉区田辺3-15-17 06-6622-0114 歯科

うぐいすデンタルクリニック 546-0031 大阪市東住吉区田辺3-26-5 06-6626-2225 歯科

大田歯科 546-0031 大阪市東住吉区田辺5-15-16 06-6621-8219 歯科・小児歯科

山村歯科医院 546-0031 大阪市東住吉区田辺6-2-2 06-6629-0321 歯科・小児歯科

たなべ歯科クリニック 546-0032 大阪市東住吉区東田辺1-1-10　正光マンション１階 06-6657-4618 歯科・小児歯科

鶴身歯科医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺1-1-16 06-6622-1308 歯科

やまね歯科医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺1-19-16 06-6622-8114 歯科・小児歯科

増井歯科医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺2-6-4　マンション田辺２階 06-6697-8103 一般歯科・小児歯科

ふじわら歯科（小児歯科） 546-0032 大阪市東住吉区東田辺2-26-3 06-6696-7244 歯科・矯正歯科・小児歯科

かわさき歯科医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺3-13-21　グランドール東田辺１０１号 06-6607-2567 歯科・小児歯科

西川歯科医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺3-20-2　プルメリア１階 06-6692-7086 歯科・小児歯科

森　歯科 546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-2-8 06-6627-3210 歯科

しらひげ歯科 546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-10-25　メゾンヒガシビル１階 06-662４-0418 歯科

医療法人弘歯会　大森歯科医院 546-0033 大阪市東住吉区南田辺2-10-7 06-6691-3718 一般歯科・小児歯科・予防歯科

ひらさか歯科 546-0033 大阪市東住吉区南田辺5-6-10　カナートモール南田辺店２階 06-6609-0648 歯科・小児歯科

こたに歯科医院 546-0035 大阪市東住吉区山坂2-18-1 06-6624-7122 歯科

市原歯科 546-0035 大阪市東住吉区山坂3-14-11 06-6628-7165 歯科・小児歯科・口腔外科・矯正科

山中歯科医院 546-0035 大阪市東住吉区山坂5-19-1 06-6696-4618 一般歯科・小児歯科・口腔外科

小林歯科医院 546-0035 大阪市東住吉区山坂5-19-14 06-6697-4182 歯科・矯正歯科・小児歯科

こばやし歯科医院 546-0041 大阪市東住吉区桑津1-18-4 06-6713-3100 一般歯科・小児歯科

のがみ歯科医院 546-0041 大阪市東住吉区桑津3-1-22 06-6710-0118 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科

小川歯科医院 546-0041 大阪市東住吉区桑津3-14-27　グローバルハイツ１０１号 06-4301-0202 歯科



■東住吉区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

いまい歯科 546-0042 大阪市東住吉区西今川4-7-6 06-6790-4455 歯科

野上歯科医院 546-0042 大阪市東住吉区西今川4-22-18 06-6703-8841 歯科・小児歯科・口腔外科

犬伏歯科医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川1-1-19 06-6714-2066 歯科

濱田歯科医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川1-4-23 06-6719-0390 歯科

医療法人信宏会　田治米歯科医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川1-10-21 06-6719-5104 歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科

大野歯科 546-0043 大阪市東住吉区駒川1-21-18 06-6714-2127 歯科

松本歯科医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川4-7-17　中村マンション２階 06-6697-4080 一般歯科

医療法人　林歯科医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-3-5 06-6696-0118 歯科・小児歯科

医療法人きらめき会　はりなかの歯科＆矯正歯科 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-25-18 06-6609-4618 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

井口医院 546-0044 大阪市東住吉区北田辺6-13-8 06-7500-5197 歯科

ヒグチ歯科クリニック 546-0044 大阪市東住吉区北田辺6-15-45 06-6624-1182 歯科

■平野区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人誠仁会　さだ内科クリニック 547-0002 大阪市平野区加美東1-13-44　O.T.Mビル１０１号 06-4303-8877 内科・小児科・消化器内科

高木レディースクリニック 547-0002 大阪市平野区加美東1-13-44　O.T.Mビル３階 06-4303-6222 産婦人科

医療法人　こうだ医院 547-0002 大阪市平野区加美東4-22-9 06-6794-8822 内科・胃腸科・外科・皮膚科

医療法人悠敬会　いちば内科 547-0003 大阪市平野区加美南1-2-27 06-6796-2111 内科・消化器内科・アレルギー科

寺下医院 547-0004 大阪市平野区加美鞍作3-10-17 06-6791-6655 内科・小児科・リハビリテーション科

すやま医院 547-0006 大阪市平野区加美正覚寺2-1-9 06-6792-7540 整形外科・内科・リハビリテーション科

池渕クリニック 547-0011 大阪市平野区長吉出戸2-4-16 06-6709-0084 内科・糖尿病・循環器

医療法人　宇野耳鼻咽喉科 547-0011 大阪市平野区長吉出戸4-1-23 06-6709-7322 耳鼻咽喉科

細野医院 547-0011 大阪市平野区長吉出戸8-5-6 06-6709-2480 内科・小児科・消化器科

元林産婦人科内科 547-0011 大阪市平野区長吉出戸8-7-27 06-6707-0010 産婦人科・内科・小児科

医療法人　佐々木産婦人科医院 547-0012 大阪市平野区長吉六反3-21-13 06-6790-1320 産婦人科・内科・小児科

医療法人友絆　平野けいじんクリニック 547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-2-20 06-6760-7201 人工透析内科・腎臓内科

小春天クリニック 547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-6-6 06-4400-5756 内科・産婦人科・外科

医療法人典宝会　あかばねクリニック 547-0015 大阪市平野区長吉長原西1-4-6　イオン長吉店駐車場ビル１階 06-6704-7890 内科・外科・胃腸科・肛門科・リハビリテーション科

医療法人結愛会　うらたクリニック 547-0015 大阪市平野区長吉長原西3-3-18 06-6760-5200 内科・糖尿病内科・在宅医療

医療法人寺西報恩会　長吉総合病院 547-0016 大阪市平野区長吉長原1-2-34 06-6709-0301
内科・総合診療科・小児科・外科
リハビリテーション科・整形外科・耳鼻咽喉科
リウマチ内科・皮膚科・泌尿器科・眼科

こもりクリニック 547-0021 大阪市平野区喜連東1-8-46 06-6105-2560 泌尿器科・内科・呼吸器内科

医療法人浩陽会　やまだ耳鼻咽喉科 547-0021 大阪市平野区喜連東2-1-48 06-4302-3387 耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科・アレルギー科

医療法人VERY　うえだ・奥村クリニック 547-0021 大阪市平野区喜連東2-11-21 06-6703-1315 内科・内視鏡内科・胃腸内科・血液内科

医療法人松史会　いぬいクリニック 547-0021 大阪市平野区喜連東3-5-60 06-6706-0551 脳神経外科・神経内科・内科・リハビリテーション科

医療法人一幸会　いっしん整形外科 547-0021 大阪市平野区喜連東5-16-22　１階 06-6703-3221 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

医療法人　酒井診療所 547-0022 大阪市平野区瓜破東2-7-55　サンビレジ１階 06-6700-0303
内科・循環器科・胃腸科・小児科
リハビリテーション科

おおいそ内科 547-0022 大阪市平野区瓜破東2-10-13　１階 06-6711-0701 消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病内科

腎・泌尿器科　成田クリニック 547-0022 大阪市平野区瓜破東2-10-13　出戸うりわりクリニックビル２階 06-6711-0233 泌尿器科、性感染症内科

矢倉クリニック 547-0022 大阪市平野区瓜破東3-3-20 06-6701-4715 整形外科・内科・脳神経外科・リハビリテーション科

医療法人飛龍会　福嶋クリニック 547-0024 大阪市平野区瓜破1-3-12　サンフレグランス１階 06-6760-0077 内科・小児科・消化器内科・リハビリテーション科

医療法人愛賛会　浜田病院 547-0024 大阪市平野区瓜破1-6-9 06-6708-7200 産婦人科・新生児科

かわさき消化器内科クリニック 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-4　喜連瓜破メディカルモール２階 06-6708-3878 内科・消化器内科・内視鏡内科

小堀整形外科クリニック 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-6　メゾンアコーレ１階 06-6790-3430 整形外科・形成外科・リウマチ科

医療法人五月会　平野若葉会病院 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-19 06-6799-1010 小児科・外科

医療法人　山内診療所 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-55 06-6708-1046
内科・呼吸器内科・アレルギー科・皮膚科
リハビリテーション科

井藤医院 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-65　ミタカホーム８番１階 06-6703-3387 小児科・内科・皮膚科

かみや内科 547-0024 大阪市平野区瓜破2-3-35 06-6776-2718 内科・消化器内科

吉村医院 547-0024 大阪市平野区瓜破3-2-40 06-6708-6677 内科・小児科

山口内科クリニック 547-0024 大阪市平野区瓜破5-2-29　NYKビル１階 06-6777-6565 内科・消化器内科・肝臓内科



■平野区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人　井上クリニック 547-0025 大阪市平野区瓜破西2-7-49　ニューロータスライフ１階 06-6700-8800 内科・消化器科

岡田医院 547-0025 大阪市平野区瓜破西3-11-9 06-6701-0448 泌尿器科・内科

医療法人　林診療所 547-0026 大阪市平野区喜連西3-13-18 06-6702-0155 内科・小児科

いのうえ診療所 547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-33　インペリアルカーサ１階 06-6760-7188 消化器外科・乳腺外科・内科・外科

森脇耳鼻咽喉科 547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-33　インペリアルカーサ１階 06-6700-6400 耳鼻咽喉科

医療法人聖成会　伸友クリニック 547-0031 大阪市平野区平野南3-4-5　ビノシャトレ１０２号 06-6701-7005 内科・循環器内科・消化器内科・リハビリテーション科

柳　医院 547-0031 大阪市平野区平野南4-2-3 06-6707-2525 小児科・内科・外科・皮膚科

坪田医院 547-0032 大阪市平野区流町3-2-4 06-6709-2666 循環器科・内科・小児科・皮膚科

杉本クリニック 547-0033 大阪市平野区平野西1-2-22 06-6703-1007 内科・消化器科・呼吸器科

渡辺医院 547-0033 大阪市平野区平野西1-7-27 06-6707-1160 内科・外科・胃腸科・肛門科

松田クリニック 547-0034 大阪市平野区背戸口1-12-10 06-6708-7061
ペインクリニック（麻酔科）・整形外科・内科
リハビリテーション科

原田医院 547-0034 大阪市平野区背戸口4-7-7 06-6702-9529 内科・小児科・アレルギー科・呼吸器科・泌尿器科

医療法人聡仁会　かねしろ内科クリニック 547-0034 大阪市平野区背戸口5-5-16 06-6777-7467 内科・消化器内科

医療法人　平山整形外科 547-0034 大阪市平野区背戸口5-6-26　小谷マンション１階 06-6703-6001
整形外科・外科・リウマチ科・リハビリテーション科
ペインクリニック

医療法人隆星会　木下内科クリニック 547-0034 大阪市平野区背戸口5-6-29 06-6790-1200 内科・糖尿病内科・消化器内科

医療法人孝至会　みのりクリニック 547-0041 大阪市平野区平野北1-9-8　武陵平野駅前医療複合ビル２階 06-6796-3110
内科・呼吸器科・消化器内科・皮膚科・外科・整形外科
リハビリテーション科

医療法人　米川医院 547-0041 大阪市平野区平野北2-2-30 06-6793-1638 内科・小児科

医療法人智絢会　葵　クリニック 547-0041 大阪市平野区平野北2-14-6　オオクラ医療複合ビル１階 06-6796-2251 内科・外科・アレルギー科・リハビリテーション科

医療法人　平井診療所 547-0042 大阪市平野区平野市町2-7-10 06-6791-8720 内科

田口診療所 547-0044 大阪市平野区平野本町1-14-13　メゾンエコー１階 06-6796-3737 外科・内科・胃腸科・リハビリテーション科

酒井内科・小児科 547-0044 大阪市平野区平野本町5-8-31 06-6791-7019 内科・小児科

医療法人　栗原医院 547-0045 大阪市平野区平野上町1-17-22 06-6791-3725 内科・循環器科、皮膚科、リハビリテーション科

■平野区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

クロカワ歯科 547-0002 大阪市平野区加美東3-9-２５ 06-6791-8241 一般歯科・小児歯科・訪問歯科診療

庄野歯科クリニック 547-0011 大阪市平野区長吉出戸3-1-43 06-6799-1330 歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科

山田歯科 547-0025 大阪市平野区瓜破西1-8-29 06-6703-1300 歯科

医療法人修成会　よしき歯科 547-0027 〒大阪市平野区喜連2-5-51　白鳥ビル１階 06-6707-0418 歯科

■西成区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人靖英会　玉井クリニック 557-0002 大阪市西成区太子2-3-11 06-6641-1933
内科・小児科・皮膚科・消化器内科
リハビリテーション科

医療法人生樹会　浦上病院 557-0003 大阪市西成区天下茶屋北2-5-15 06-6649-2191
内科・神経内科・皮膚科・外科・放射線科
リハビリテーション科

医療法人会陽会　渡辺医院 557-0011 大阪市西成区天下茶屋東2-13-21 06-6661-1886 外科・整形外科・理学療法・内科

加納診療所 557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-12-22 06-6115-8676 消化器内科・内科・外科・リハビリテーション科

イワタ医院 557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-23-5 06-6661-8525 産婦人科・内科・小児科・麻酔科

くにしげレディースクリニック 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-18-16　グランドメゾン１階 06-6655-5855 婦人科・産科・女性内科・女性泌尿器科

医療法人吉治会　斉藤医院 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-18-25 06-6661-5398 内科・循環器科

医療法人友広会　整形外科ひろクリニック 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-26-16 06-6655-3456 整形外科・リハビリテーション科

医療法人幸裕会　山下クリニック 557-0015 大阪市西成区花園南2-7-8　泰山第一ビル１階 06-6653-2883 内科・神経内科・放射線科・リハビリテーション科

倉知内科 557-0016 大阪市西成区花園北2-13-7 06-6631-2991 内科・呼吸器内科

ツルミ診療所 557-0025 大阪市西成区長橋2-5-29 06-6568-6131
内科・小児科・泌尿器科・整形外科
リハビリテーション科・精神科

医療法人錦彩会　にしきおりクリニック 557-0031 大阪市西成区鶴見橋1-4-32 06-6641-3387 耳鼻咽喉科・アレルギー科・内科

くろかわ診療所 557-0031 大阪市西成区鶴見橋1-6-8 06-6646-1155 内科・心療内科

大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　西成民主診療所 557-0034 大阪市西成区松2-1-7 06-6659-1010
内科・小児科・整形外科・リハビリテーション科
放射線科

医療法人淳康会　堺近森病院附属近森診療所 557-0041 大阪市西成区岸里1-3-24 06-6651-7001 内科・腎臓内科・人工透析内科・整形外科

田矢耳鼻咽喉科 557-0041 大阪市西成区岸里1-4-23 06-6658-5001 耳鼻咽喉科

医療法人五常会　浅野クリニック 557-0042 大阪市西成区岸里東1-8-11 06-6661-7129 内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科

医療法人　村上眼科 557-0042 大阪市西成区岸里東2-3-22　天神ノ森コットンビル３階 06-6659-2008 眼科

三村整形外科 557-0042 大阪市西成区岸里東2-3-22　天神ノ森コットンビル４階 06-6659-5088 整形外科・リウマチ科



■西成区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人　北野皮膚ひ尿器科 557-0042 大阪市西成区岸里東2-3-22　メディカル天神の森コットンビル５階 06-6659-7760 泌尿器科・皮膚科

はまだ小児科 557-0042 大阪市西成区岸里東2-5-16 06-6653-5285 小児科

医療法人　亀井医院 557-0042 大阪市西成区岸里東2-13-11 06-6658-6738 内科・小児科・放射線科・リハビリテーション科

医療法人亀寿会　とまとクリニック 557-0042 大阪市西成区岸里東2-15-11 06-6661-2822 糖尿病内科・内科

保川医院 557-0043 大阪市西成区玉出東1-10-14 06-6661-4984
内科・小児科・整形外科・アレルギー科
リハビリテーション科

山中医院 557-0043 大阪市西成区玉出東1-10-25 06-6661-5047 内科・消化器科・小児科・放射線科

医療法人芳人会　山中眼科 557-0043 大阪市西成区玉出東２-3-32 06-6661-3075 眼科

美濃クリニック 557-0044 大阪市西成区玉出中1-4-17　東宝ビル１階 06-6655-5218 内科・小児科・呼吸器科・消化器科

古志医院 557-0044 大阪市西成区玉出中1-7-7 06-6661-3757 内科・循環器科・糖尿病内科

医療法人陽向会　小林皮膚科 557-0044 大阪市西成区玉出中2-14-24 06-6652-6266 皮膚科・アレルギー科

医療法人幸久会　たけなか整形外科クリニック 557-0044 大阪市西成区玉出中2-15-21　HKビル２階 06-6655-3055 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

鈴木診療所 557-0044 大阪市西成区玉出中2-15-21　HKビル３階 06-6656-2103 内科・小児科・リハビリテーション科

医療法人　ばばやクリニック 557-0045 大阪市西成区玉出西1-6-7　玉出プラザ１階 06-6652-9050 泌尿器科

やまもとよりそいクリニック 557-0045 大阪市西成区玉出西1-8-8　ラ・ヴィスタ１階 06-6652-0222 内科・糖尿病内科

愛聖クリニック 557-0045 大阪市西成区玉出西2-3-2 06-6659-2027 内科・外科

医療法人永康会　赤松内科クリニック 557-0045 大阪市西成区玉出西2-4-8 06-6627-9906 消化器内科・内科

医療法人オーク会　オーク住吉産婦人科 557-0045 大阪市西成区玉出西2-7-9 06-4398-1000 産科・婦人科・麻酔科

中内医院 557-0051 大阪市西成区橘1-7-18 06-6659-1500 内科・外科・整形外科

佐藤医院 557-0051 大阪市西成区橘3-3-28 06-6659-6237 内科・外科・皮膚科・泌尿器科

医療法人　神子田医院 557-0052 大阪市西成区潮路1-1-19 06-6661-5633 脳神経外科・内科

医療法人さなす会　佐々木診療所 557-0052 大阪市西成区潮路1-10-3　南米ビル１階 06-6658-3066 内科・胃腸内科・整形外科・皮膚科

医療法人志世会　浅井クリニック 557-0052 大阪市西成区潮路1-10-22 06-4398-3900
内科・循環器科・呼吸器科・アレルギー科
リハビリテーション科

岩本医院 557-0052 大阪市西成区潮路2-4-35 06-6661-1806 内科・小児科・外科・整形外科・乳腺外科

医療法人純和会　竹本診療所 557-0053 大阪市西成区千本北2-31-1 06-6661-0439 内科・外科・整形外科・皮膚科・小児科

医療法人隅本会　隅本医院 557-0053 大阪市西成区千本北2-32-35 06-6651-1551 内科・循環器科・小児科

医療法人紫陽会　延安医院 557-0054 大阪市西成区千本中2-1-29 06-6651-3656 内科・放射線科・リハビリテーション科

森本診療所 557-0055 大阪市西成区千本南1-23-24　ウィングス２１　１階 06-6659-5555 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科

医療法人　溝口医院 557-0063 大阪市西成区南津守7-5-7　メゾン赤松１階１－Ａ号室 06-6656-5269
内科・消化器科・胃腸科・放射線科
リハビリテーション科

■西成区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人昂陽右会　堀口歯科 557-0025 大阪市西成区長橋3-7-28　ブランコート１０１号 06-6567-0648 一般歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科

ふじた歯科クリニック 557-0041 大阪市西成区岸里3-3-12　アール２６　１階 06-6655-6480 歯科・小児歯科

おうみ歯科医院 557-0042 大阪市西成区岸里東2-16-17　カーザー岸里２０３号 06-6661-5000 歯科・小児歯科

医療法人緑志会　寺嶋歯科医院 557-0045 大阪市西成区玉出西2-6-15 06-6656-4584 歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科

医療法人太陽会　清水歯科 557-0063 大阪市西成区南津守4-2-15 06-6656-4618 一般歯科・小児歯科・矯正歯科

横山歯科医院 557-0063 大阪市西成区南津守7-13-34　玉出グリーンプラザ１階 06-6653-8241 歯科

■住之江区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

てづか内科クリニック 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-1-32　キリンドプラザ帝塚山２階 06-6675-0003 内科・循環器内科・リハビリテーション科

医療法人　てらお耳鼻咽喉科 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-1-32　キリンドプラザ帝塚山２階 06-6655-0187 耳鼻咽喉科・アレルギー科

福永医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-3-10 06-6678-1322 産科・婦人科・内科

医療法人浩和会　熊谷内科クリニック 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-5-34　清和ビル１階 06-6672-8601 内科・循環器科

医療法人旭医道会　中村クリニック 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-23-31 06-4701-2558 内科・循環器内科

医療法人恵仁会　小野内科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-24-19 06-6671-1939 内科・小児科・消化器科・放射線科

七條医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-1-24 06-6671-7138 内科・小児科・リハビリテーション科

医療法人蘭畦会　わだ内科整形外科 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-3-17 06-6675-4008 整形外科・内科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人芳野会　芳野医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-6-12　粉浜モール１階 06-6673-6265 外科・整形外科・胃腸科・肛門科

医療法人　中野脳神経外科クリニック 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-9-14　コハマビル１・２階 06-6654-8865 脳神経外科

浅田クリニック 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-10-39 06-6678-9329 形成外科・皮膚科



■住之江区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人　眼科にしかわクリニック 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-13-8　粉浜ビル１階 06-6672-8008 眼科

医療法人　田中耳鼻咽喉科 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-13-8　粉浜ビル２階 06-6678-8787 耳鼻咽喉科・気管食道科

松崎医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜3-3-23 06-6678-0330 内科・麻酔科

みなみクリニック 559-0002 大阪市住之江区浜口東2-8-11　シェーヌパレ１階 06-4701-8500 内科・呼吸器内科・アレルギー科

医療法人弘善会　矢木クリニック 559-0003 大阪市住之江区安立1-4-3 06-6675-6198
内科・外科・脳神経外科・整形外科・小児科
アレルギー科

医療法人　蛭間医院 559-0003 大阪市住之江区安立4-1-12 06-6673-3031 内科・小児科

なかのクリニック 559-0003 大阪市住之江区安立4-4-7 06-6678-5550 外科・内科・消化器科

医療法人　くぼりクリニック 559-0004 大阪市住之江区住之江1-4-27　ハイツ富士１階 06-4701-5001 内科・神経内科

医療法人中田内科　中田内科クリニック 559-0004 大阪市住之江区住之江2-7-18 06-6675-8595 内科・消化器科・放射線科

なかむらレディースクリニック 559-0005 大阪市住之江区西住之江1-1-31　N.KLASS住ノ江１階 06-6675-1211 産婦人科

医療法人誠清会　住ノ江駅前クリニック 559-0005 大阪市住之江区西住之江1-1-41　N.KLASS住ノ江１階 06-6678-2525 内科・消化器内科・内視鏡内科

宇津医院 559-0005 大阪市住之江区西住之江1-11-3 06-6671-5091 内科・小児科

東口クリニック 559-0005 大阪市住之江区西住之江2-14-19 06-7501-4122 眼科

医療法人　住吉内科 559-0006 大阪市住之江区浜口西3-12-5 06-6673-7552 内科・放射線科・神経科・精神科

社会医療法人三宝会　南港クリニック 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-11-8　北加賀屋千島ビル１０１号室 06-6684-2018 内科・小児科・産婦人科

社会医療法人三宝会　南港病院 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15 06-6685-8801
内科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・呼吸器科
消化器科、循環器科・放射線科・麻酔科
リハビリテーション科

いとう耳鼻咽喉科 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-12-6　トアノビル２階 06-7504-6745 耳鼻咽喉科

澤田眼科 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-10-21 06-4702-7517 眼科

あさだクリニック（産婦人科・内科） 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋3-4-7 06-6684-2212 産婦人科・内科

医療法人　平野内科クリニック 559-0013 大阪市住之江区御崎1-3-13　ギャレ住之江１階 06-6685-0897 内科・消化器科

医療法人三寿会　御崎クリニック 559-0013 大阪市住之江区御崎1-6-７ 06-6682-8899 外科・循環器内科

医療法人梓良成会　かもとクリニック 559-0013 大阪市住之江区御崎3-6-2 06-6616-7851 泌尿器科・人工透析

医療法人　マツシマ眼科クリニック 559-0013 大阪市住之江区御崎4-10-4　サンライズ住之江公園１階 06-6682-5345 眼科

かつらぎクリニック 559-0013 大阪市住之江区御崎5-2-21 06-6686-5786 内科・呼吸器内科・アレルギー科・消化器科

さかもと整形外科 559-0014 大阪市住之江区北島2-6-25 06-6115-2220 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

医療法人健正会　浜崎医院 559-0014 大阪市住之江区北島3-6-27 06-6681-0361 内科・胃腸科

黒岡醫院 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋2-2-35　レオ住之江公園 06-6616-7808 内科・胃腸内科・肛門外科

はなぶさ女性クリニック 559-0015 大阪市住之江区南加賀谷2-8-12　ウィンビルド南加賀谷１階 06-6686-6111 産婦人科

医療法人　ただクリニック 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋3-2-18　多田メディカル１階 06-6682-8335 内科・胃腸科・整形外科・肛門科

医療法人佳寿会　大阪みやたけ泌尿器科クリニック 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋3-2-18　多田メディカル２階 06-6682-8071 泌尿器科

あだちクリニック 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋4-1-40 06-6681-7088 内科・小児科

医療法人幸樹会　木下内科 559-0016 大阪市住之江区西加賀屋4-3-5　朝日プラザ住之江公園１階 06-6682-8255 内科・胃腸科・放射線科

医療法人　もとだ整形外科クリニック 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋1-14-22 06-6224-3000 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

池川医院 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋2-18-9 06-6681-1213 内科・小児科

医療法人　あきの整形外科 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-2-3　プライム加賀屋ビル１階 06-6683-8808 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人佑克会　大久保内科クリニック 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-2-3　プライム加賀屋２A 06-4702-3150 内科・循環器科

医療法人　フクセ耳鼻咽喉科 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-10-18　ドリーム中加賀屋２階 06-6683-8793 耳鼻咽喉科

医療法人幸萌会　森　内科クリニック 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-11-11 06-6115-6635 内科・呼吸器内科・アレルギー科

医療法人香久会　後藤クリニック（泌尿器科） 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋4-3-26　グランドールメゾン１階 06-6682-0705 泌尿器科

医療法人雄友会　もりやクリニック 559-0024 大阪市住之江区新北島1-2-1　オスカードリーム５階 06-6115-1220 皮膚・泌尿器科

榊原クリニック 559-0024 大阪市住之江区新北島1-2-1　オスカードリーム５階 06-6684-2477 内科・麻酔科・リハビリテーション科

医療法人郁芳会　耳鼻咽喉科すぎたクリニック 559-0024 大阪市住之江区新北島1-2-1　オスカードリーム５階 06-4702-8733 アレルギー科・耳鼻咽喉科

医療法人健生会　宮武医院 559-0024 大阪市住之江区新北島1-9-23 06-6683-5050 内科・消化器科

医療法人安和会　しおみクリニック 559-0024 大阪市住之江区新北島3-2-26　大峯ビル２階 06-6686-7878
整形外科・循環器科・脳神経外科・神経内科
リハビリテーション科

花田内科医院 559-0024 大阪市住之江区新北島3-7-1 06-6682-7060 内科・放射線科

医療法人浩樹会　藤山小児科医院 559-0024 大阪市住之江区新北島3-8-21　アネックス六兵衛三番館 06-6682-7850 小児科

馬場耳鼻咽喉科 559-0024 大阪市住之江区新北島3-8-54　シキツビル２階 06-6686-3387 耳鼻咽喉科・アレルギー科

はせがわ医院 559-0031 大阪市住之江区南港東1-6　都市公団南港前団地１号棟１１７室 06-6612-7772 内科・小児科・アレルギー科



■住之江区（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

岡村クリニック 559-0033 大阪市住之江区南港中2-2　４３号棟１０１ 06-6569-3900 内科・小児科

医療法人　西山産婦人科医院 559-0033 大阪市住之江区南港中3-4-4 06-6613-1103 産婦人科

はなのまちファミリークリニック 559-0033 大阪市住之江区南港中5-5　南港はなのまち団地４１－１０１ 06-6612-8822 内科・小児科

森ノ宮医療大学附属大阪ベイクリニック 559-8611 大阪市住之江区南港北1-26-16 06-6655-0057 内科・循環器内科・整形外科・リウマチ科

■住之江区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

吉田歯科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-5-36 06-6671-9151 歯科

稲野歯科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-16-10 06-6671-0670 歯科

中村歯科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜1-25　粉浜ガーデンハウス１階１０１号 06-6671-2019 歯科

医療法人　上村歯科 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-4-26　メゾンドール粉浜１０２号 06-6678-4114 歯科・小児歯科

のぶかわ歯科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-6-12　粉浜モール１階１１２号 06-6673-6644 歯科

杉山歯科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-12-21　メルシーこはま２階 06-6675-5577 歯科・小児歯科・矯正歯科

たかだ歯科 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-13-8　粉浜ビル３階 06-6672-8241 歯科

医療法人裕歯会　ろくもと歯科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜3-3-20　サントマンション１階 06-4701-3322 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

木下歯科医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜3-15-35 06-6671-8567 歯科

医療法人福涛会　平澤歯科医院 559-0003 大阪市住之江区安立4-2-15 06-6678-2973 歯科・小児歯科

六車歯科医院 559-0004 大阪市住之江区住之江1-1-14 06-6674-6464 一般歯科・矯正歯科

西俣歯科医院 559-0004 大阪市住之江区住之江1-4-47　ロイヤル中野ビル 06-6675-6474 歯科

医療法人　藤浪歯科 559-0004 大阪市住之江区住之江3-2-20 06-6678-4800 歯科・小児歯科

笹田歯科医院 559-0005 大阪市住之江区西住之江1-11-7　サザン住之江２階 06-6674-0551 歯科

横路歯科医院 559-0005 大阪市住之江区西住之江2-7-12 06-6671-4241 歯科・小児歯科

西山歯科医院 559-0005 大阪市住之江区西住之江2-10-9 06-6671-6835 歯科

医療法人燕会　よころ歯科医院 559-0006 大阪市住之江区浜口西1-3-2 06-6671-0515 歯科

三光寺歯科診療所 559-0006 大阪市住之江区浜口西1-7-9 06-6672-1500 歯科

置田歯科 559-0006 大阪市住之江区浜口西2-11-10 06-6675-5601 歯科

つじもと歯科 559-0007 大阪市住之江区粉浜西1-1-16　パールスクエアビル１０３ 06-6676-3456 歯科

よしはら歯科 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋1-4-17　グランペール１階 06-6685-4225 歯科

きよみ歯科 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-6-14　ボナール加賀屋１階 06-6682-2600 歯科・小児歯科

北加賀屋歯科医院 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-11-8　北加賀屋千島ビル１階 06-7503-7500 歯科・歯科口腔外科・小児歯科

きたむら歯科医院 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-12-8 06-4702-3222 歯科

医療法人　田村歯科医院 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-10-21　塩田マンション１階 06-6681-5148 歯科・歯科口腔外科

なんば歯科クリニック 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-11-21　シュテルンパラスト鈴栄１階B号室 06-6682-8148 歯科

桜井歯科 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋4-4-8 06-6685-1000 歯科

鎌田歯科 559-0013 大阪市住之江区御崎1-3-18 06-6681-3126 歯科

医療法人橘正会　片山歯科医院 559-0013 大阪市住之江区御崎3-4-23　大成マンション１階 06-6685-6010 歯科

杉原歯科医院 559-0013 大阪市住之江区御崎4-10-4　サンライズ住之江公園１階 06-6682-7719 歯科

福山歯科 559-0013 大阪市住之江区御崎5-14-11　クレセントマンション１階１０１ 06-6686-3403 歯科

岩本歯科医院 559-0013 大阪市住之江区御崎6-5-5 06-6681-2263 歯科・口腔外科・小児歯科

医療法人健信会　さわだ歯科医院 559-0013 大阪市住之江区御崎6-16-12　ローズレイアB棟１階 06-6685-6480 歯科

大岡歯科医院 559-0014 大阪市住之江区北島2-8-9　 エムテック北島１０２ 06-6682-7048 歯科・小児歯科

高橋歯科医院 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋2-2-11　テネレッツァ住之江公園１０１号 06-6684-2662 歯科・小児歯科

西田こども歯科 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋2-8-25　セジュール２４　２階２０１号室 06-6681-5557 歯科・小児歯科・口腔外科

医療法人海真会　おおしまデンタルクリニック 559-0016 大阪市住之江区西加賀屋1-1-34 06-6681-0418 一般歯科・小児歯科

医療法人住之江厚生会　コウノ歯科クリニック 559-0016 大阪市住之江区西加賀屋3-13-19 06-6682-0280 歯科・小児歯科・矯正歯科

村田歯科医院 559-0016 大阪市住之江区西加賀屋4-7-25 06-6681-3156 歯科

医療法人　中澤歯科クリニック 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋1-2-3　ツインビル２階 06-6682-6480 歯科

医療法人寛生会　くらみつ歯科医院 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋1-14-22　メゾンアサノ１階１０１ 06-6681-2228 歯科

医療法人　かなざわ歯科 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋2-6-8　アパートメントレポー１階 06-6684-6800 歯科

ひがき歯科医院 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋2-6-19 06-6681-6692 歯科・小児歯科



■住之江区（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

こう歯科医院 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋2-11-17 06-6686-8841 歯科・小児歯科

わかた歯科医院 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-2-1 06-6683-1515 歯科

医療法人真芳会　上田歯科医院 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-9-15 06-6683-7311 歯科・小児歯科

いなたに歯科 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-11-14　住之江都姫ビル１階 06-6682-8217 歯科

あづま小児歯科 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋4-2-1 06-6683-7575 小児歯科

よねだ歯科医院 559-0022 大阪市住之江区緑木1-1-2　田中ビル２階 06-4702-4618 歯科・小児歯科・矯正歯科

加納歯科医院 559-0024 大阪市住之江区新北島1-2-1　オスカードリーム５階 06-6115-1181 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

細井新北島歯科診療所 559-0024 大阪市住之江区新北島1-4-17　木本ビル１階 06-6681-0600 歯科

やぶの歯科医院 559-0024 大阪市住之江区新北島2-2-35 06-6682-3988 歯科・矯正歯科

田幡歯科医院 559-0024 大阪市住之江区新北島3-2-26　大峯ビル２階 06-4702-8241 歯科

木下歯科診療所 559-0024 大阪市住之江区新北島3-8-35 06-6683-6180 歯科

医療法人三恵会　長崎歯科医院 559-0024 大阪市住之江区新北島7-1-48　マンションハピネス南館１階 06-6681-6466 歯科・小児歯科・矯正歯科

医療法人純歯会　山村歯科南港診療所 559-0033 大阪市住之江区南港中2-1-99 06-6613-2020 一般歯科

角倉歯科医院 559-0033 大阪市住之江区南港中3-5　３７号棟１０２号 06-6614-0181 歯科

杉本歯科医院 559-0033 大阪市住之江区南港中4-2　１４棟１０１号室 06-6613-1019 一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科

かたやま歯科医院 559-0033 大阪市住之江区南港中5-5-75 06-6612-7367 歯科

中村歯科医院 559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16　大阪府咲洲庁舎３階 06-6615-6180 歯科

柳田歯科 559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16　大阪府咲洲庁舎３階 06-6615-6120 歯科

山口コスモデンタルクリニック 559-0034 大阪市住之江区南港北1-31-17　リバーガーデンコスモスクエア１０２ 06-6616-4441 歯科

■大阪市内（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

医療法人亮星会　ほしやま整形外科医院 530-0001 大阪市北区梅田1-8-16　ヒルトンプラザイースト５階 06-6348-1455 整形外科・リハビリテーション科

医療法人天星　ほしやまクリニック 530-0001 大阪市北区梅田1-8-16　ヒルトンプラザイースト4階 06-6343-3511 泌尿器科

医療法人咲栄会　梅田内科ファミリークリニック 530-0001 大阪市北区梅田1-8-16　ヒルトンプラザイースト５階 06-6341-8008 内科・消化器内科・小児科

医療法人国崇会　北中レディースクリニック 530-0001 大阪市北区梅田2-2-2　ヒルトンプラザウエスト４階 06-6348-1404 産婦人科・内科

ふくだあやレディースクリニック・ひろつぐ出生前診断クリニック 530-0038 大阪市北区紅梅町1-6　カザリーノビル１階 06-6354-0088 婦人科・産科

医療法人GyNet　南森町レディースクリニック 530-0041 大阪市北区天神橋2-5-25　若杉グランドビル本館１階 06-6356-2824 産婦人科・内科

セブンメンタルクリニック 531-0041 大阪市北区天神橋7-6-30　Osaka Metro 天六ビル　3F 06-6355-6777 精神科・心療内科・老年精神科・児童精神科

一般財団法人　日本予防医学協会附属診療所ウェルビーイング南森町 530-0047 大阪市北区西天満5-2-18　三共ビル東館 06-6362-9041 内科

みこころクリニック 530-0047 大阪市北区西天満5-14-2　ＮＣＣビル１階 06-6361-1230 心療内科・児童精神科・内科・皮膚科

医療法人愛生会　扇町レディースクリニック 530-0055 大阪市北区野崎町1-20 06-6311-2511 内科・産婦人科・泌尿器科・一般産婦人科

医療法人修真会　福井整形外科 532-0002 大阪市淀川区東三国4-1-8 06-6391-7800 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

牛尾整形外科 533-0004 大阪市東淀川区小松1-4-6　上新庄ビル１階 06-6320-7836 リウマチ科・整形外科・リハビリテーション科

坂本産婦人科クリニック 533-0005 大阪市東淀川区瑞光4-12-36 06-6326-4103 産婦人科

川端産婦人科 534-0015 大阪市都島区善源寺町2-2-22　善源寺メディカルモール２階 06-6925-6603 産婦人科

つつみ整形外科・皮膚科クリニック 534-0015 大阪市都島区善源寺町2-2-22　善源寺メディカルモール２階 06-6927-2231 整形外科・皮膚科・リハビリテーション科・リウマチ科

医療法人NEW WAVES　ツツミレディ－スクリニック今福鶴見 536-0002 大阪市城東区今福東1-14-11　鶴見メディカルビル４階 06-6958-4722 産婦人科・婦人科

医療法人えびす会　えびすクリニック 537-0013 大阪市東成区大今里南1-1-23　ノアーズアーク今里駅前１０３号室 06-6224-3114
内科・循環器内科・腎臓内科・糖尿病内科
リハビリテーション科

医療法人　米田産婦人科 538-0051 大阪市鶴見区諸口1-13-16 06-6913-1135 産科・婦人科・麻酔科

医療法人豊友会　鶴見診療所 538-0053 大阪市鶴見区鶴見3-5-19　LANDMARK鶴見１階 06-6933-0005 内科・小児科・呼吸器科・循環器科・放射線科

よどやばしメディカルクリニック 541-0041 大阪市中央区北浜3-5-20　松栄ビル４階 06-6233-4976 内科・泌尿器科・腫瘍内科

医療法人　しもむら本町レディースクリニック 541-0053 大阪市中央区本町2-3-9　JPS本町ビルディング８階 06-4708-8686 産婦人科

医療法人　葛西形成外科 541-0053 大阪市中央区本町3-6-4　本町ガーデンシティ２階 06-6251-2217 形成外科・皮膚科

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

医療法人晧真会　野村クリニックなんば院 542-0076 大阪市中央区難波4-4-4　６階 06-6633-4178 婦人科・内科

福本医院 542-0081 大阪市中央区南船場3-6-19　心斎橋ワダビル２階 06-6125-5652 内科・循環器内科・心臓血管外科

みきクリニック 543-0018 大阪市天王寺区空清町5-18　MRTビル２階 06-6711-0761 内科・消化器内科・糖尿病内科・内分泌内科

医療法人藤広育生会　ふじたクリニック　 542-0082 大阪市中央区島之内2-11-20　島之内ビル２階 06-6213-6677 内科

医療法人飛心会　なんばくろとびハートクリニック 542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-3-2　御堂筋ミナミビル６階 06-6634-7810 循環器内科・内科



■大阪市内（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

ちかえレディースクリニック 543-0023 大阪市天王寺区味原町14-4　レザックセントラルビル１階 06-6761-0735 産婦人科

池田診療所 543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-11-74 06-6771-8008 内科・小児科

医療法人徳靖会　小尾クリニック 543-0052 大阪市天王寺区大道3-8-31　新天王寺田中ビル１階～５階 06-6773-3671 腎臓内科（人工透析）・内科

伊原クリニック 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-3-31-501　うえほんまちハイハイタウン５階 06-6773-6086 泌尿器科

医療法人　上本町ぼく小児科 543-0001 大阪市天王寺区上本町8-2-1　クライス上本町１階 06-6775-1053 小児科・アレルギー科

遠藤クリニック 543-0002 大阪市天王寺区上汐5-5-2 06-6772-4997 内科・消化器科・小児科

こまい腎・泌尿器科クリニック 543-0011 大阪市天王寺区清水谷町5-22　２階 06-6796-8881 泌尿器科・女性泌尿器科・腎臓内科

医療法人　脇本産婦人科 543-0012 大阪市天王寺区空堀町1-19 06-6761-5537 産婦人科・麻酔科

医療法人山勝会　山田勝彦ほがらかクリニック 543-0021 大阪市天王寺区東高津町9-11 06-6777-8212 小児科・内科・アレルギー科

三好産婦人科 543-0021 大阪市天王寺区東高津町10-7 06-6761-7236 婦人科・産科

さわだクリニック 543-0041 大阪市天王寺区真法院町7-31　２０１号 06-6776-8322 小児科・思春期内科

東産婦人科・眼科 543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻１-3-23　２階 06-6772-2460 産婦人科・眼科

医療法人　竹中消化器科・外科クリニック 543-0044 大阪市天王寺区国分町5-7　藤田ビル１階 06-6772-2970 外科・消化器科・皮膚科・整形外科

医療法人慈洋会　赤垣クリニック 543-0052 大阪市天王寺区大道1-4-9　大信ビル２階 06-6775-1736 人工透析・内科・循環器科

医療法人　喜多岡医院 543-0052 大阪市天王寺区大道3-1-23　EMAビル２０１ 06-6771-8025 内科・小児科・胃腸内科・肛門外科

西下消化器クリニック 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-33 06-6779-7979 消化器・内科・循環器科

医療法人曙光会　おおつかレディースクリニック 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町9-40　キャンベラビル１階 06-6776-8856 産婦人科

医療法人裕生会　裕生会クリニック 543-0055 大阪市天王寺区非田院町10-39 06-6770-1310 人工透析、定期通院の透析患者の内科診療科

医療法人岡田会　岡田クリニック 543-0056 大阪市天王寺区堀越町16-10　大信ビル８階 06-6773-5568 泌尿器科・人工透析

てんのうじちひろウィメンズクリニック 543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町4-16 06-6773-1138 婦人科・漢方内科・女性内科・産婦人科

小出内科神経科 543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町3-5 06-6779-2003 神経内科・内科・神経科

夕陽ヶ丘　佐藤クリニック 543-0074 大阪市天王寺区六万体町5-19　メイプル夕陽丘２階 06-6776-8341 内科・糖尿病内科

井上医院 544-0001 大阪市生野区新今里4-1-8 06-6752-3305 内科・小児科

医療法人さつき会　きららこどもクリニック 544-0014 大阪市生野区巽東1-2-14　ウィングヒルズ１階１０２号 06-6757-1919 小児科・アレルギー科

医療法人明香会　やすなりみどり診療所 544-0015 大阪市生野区巽南3-7-8 06-6758-5511 内科・小児科・消化器科

医療法人弘善会　弘善会クリニック 544-0015 大阪市生野区巽南3-16-2 06-6756-8687 内科・外科・整形外科・（24時間）在宅支援診療所

河合診療所 544-0023 大阪市生野区林寺2-24-22 06-6713-0057 内科・呼吸器ｱﾚﾙｷﾞｰ科・小児科

医療法人祐星会　桃クリニック 544-0033 大阪市生野区勝山北1-18-14 06-6711-5537
内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・皮膚科
精神科・緩和ケア内科

綿谷整形外科クリニック 544-0033 大阪市生野区勝山北2-4-5 06-6711-7788 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

医療法人聖徳会　勝山北クリニック 544-0033 大阪市生野区勝山北5-12-38 06-6711-5353 内科・外科・精神科・呼吸器科・在宅緩和ケア

正木クリニック 544-0034 大阪市生野区桃谷2-18-9 06-6741-5546 内科

きだ呼吸器・リハビリクリニック 544-0034 大阪市生野区桃谷4-16-14 06-6715-1211 呼吸器内科・一般内科・リハビリテーション科

池田耳鼻咽喉科 544-0034 大阪市生野区桃谷5-4-23 06-6731-4187 耳鼻咽喉科・アレルギー科

ふじわら整形外科 550-0013 大阪市西区新町2-15-22　花咲新町１階 06-6586-6410 整形外科・リウマチ科、リハビリテーション科

さゆり女性クリニック 550-0013 大阪市西区新町4-6-23　阪急オアシス新町店２階 06-6535-7238 婦人科・産科

医療法人三慧会　IVFなんばクリニック 550-0015 大阪市西区南堀江１-17-28
06-6534-8824
0120-882-428

産婦人科、泌尿器科、放射線科

結新会　ホームケア鈴木クリニック 551-0002 大阪市大正区三軒家東1-19-14　太陽生命大阪西ビル１階 06-6115-6350 内科・小児科

医療法人　西平診療所 551-0003 大阪市大正区千島3-4-21 06-6553-1166 内科・循環器内科・訪問診療

荘田診療所 551-0031 大阪市大正区泉尾1-8-16 06-6551-0041 内科・外科

医療法人　石見医院 554-0002 大阪市此花区伝法5-4-60 06-6468-8787 内科・小児科・アレルギー科

医療法人松仁会　大和田診療所 555-0032 大阪市西淀川区大和田6-13-48 06-6473-0212 内科・小児科

井上医院 556-0006 大阪市浪速区日本橋東2-3-13 06-6641-4960 内科・小児科・放射線科

医療法人正光会　橋村医院 556-0014 大阪市浪速区大国2-6-11 06－6641－6512 内科

社会医療法人寿楽会　ハーバータウンクリニック 556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3　マルイト難波ビル３階 06-6634-8088 腎臓内科（人工透析）

医療法人孝尽会　透析クリニック大正橋 556-0021 大阪市浪速区幸町3-8-18 06-6563-3700 人工透析・内科

■大阪市内（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

梅田アップル歯科 530-0012 大阪市北区芝田2-1-21　大阪高橋ビルディング５階 06-6371-0418 歯科・矯正歯科・口腔外科・小児歯科

医療法人真摯会　梅田茶屋町クローバー歯科・矯正歯科 530-0013 大阪市北区茶屋町15-22　アーバンテラス茶屋町４階 06-6485-8701 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科



■大阪市内（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

なんばアップル歯科 542-0075 大阪市中央区難波千日前15-15　BRAVE難波５０３号 06-7777-0200 歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科

医療法人マインド会　よしかわ矯正歯科クリニック 542-0081 大阪市中央区南船場2-12-5　心斎橋イーストスクエア４階 06-6282-4182 矯正歯科

鈇田（おのだ）歯科医院 542-0081 大阪市中央区南船場1-16-23　パレロワイヤル順慶町２階２０２ 06-6262-2566 歯科・口腔外科・矯正科・小児歯科

のい歯科クリニック 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-2-22　小大丸ビル４階A号室 06-6213-0418 歯科

■大阪府内（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

水野産婦人科医院 560-0024 豊中市末広町1-3-5 06-6852-3853 産婦人科・小児科・内科

医療法人敬仁会　辺見クリニック 560-0031 豊中市蛍池北町1-2-6 06-6843-1287 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

米田産婦人科 560-0032 豊中市蛍池東町2-3-2 06-6857-1251 産婦人科

医療法人廣仁会　直原ウィメンズクリニック 560-0084 豊中市新千里南町2-11-1 06-6871-0314 産科・婦人科

多賀整形クリニック 561-0801 豊中市曽根西町2-2-7 06-6845-1321 整形外科・リハビリテーション科

真野内科クリニック 564-0082 吹田市片山町1-14-23　ソレイユ片山１階 06-6193-0011 内科・神経内科・循環器科

温優会　松井クリニック 566-0022 摂津市三島3-7-4 06-6383-7010 呼吸器内科・消化器内科・循環器内科

医療法人英進会　良本循環器内科 570-0064 守口市長池町5-1 06-6991-1547 内科・循環器内科

医療法人　神谷産婦人科医院 571-0046 門真市本町25-8 06-6908-5156 産婦人科・内科・小児科

医療法人仁医会　染矢クリニック 573-0047 枚方市山之上2-9-24 072-844-2181 内科・泌尿器科

えいかん透析クリニック 576-0976 東大阪市西鴻池町2-2-28　quatreyoshida１階 06-6748-1125 内科・人工透析内科

医療法人三慧会　IVF大阪クリニック 577-0012 東大阪市長田東１-1-14 06-4308-8824 婦人科（不妊治療専門）

医療法人正美会　安藤医院 577-0056 東大阪市長堂1-11-12 06-6781-0441 内科・外科・放射線科

医療法人展生会　こみ整形外科 577-0802 東大阪市小阪本町1-3-2 06-6720-3953 整形外科・外科・リハビリテーション科

医療法人慶仁会　安田医院 577-0807 東大阪市菱屋西3-4-8 06-6721-0070 内科・循環器内科・腎臓内科

医療法人桃仁会　中川医院 577-0827 東大阪市衣摺4-1-7 06-4306-5851 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人宏西会　西岡ファミリークリニック 578-0922 東大阪市松原1-16-34 072-920-7368 内科・外科・循環器科・アレルギー科

医療法人泰陽会　西岡医院 578-0924 東大阪市吉田4-3-12 072-963-2233 産婦人科・内科

鹿浦診療所 579-8011 東大阪市東石切町4-5-16 072-981-1694 内科

医療法人清清会　清田クリニック 580-0004 松原市西野々1-1-1　スーパーコート松原１階 072-338-3177 泌尿器科（人工透析）・内科

医療法人石田会　石田診療所 580-0005 松原市別所3-17-22 072-330-5570 小児科

ふくしまこどもクリニック 580-0014 松原市岡2-7-3　セントヒルマンション１階 072-338-2911 小児科・アレルギー科

ひろわたり診療所 580-0021 松原市高見の里1-2-30　ふぁみ～ゆ松原中央１階１０１号室 072-333-2202 内科・糖尿病内科・腎臓内科

医療法人優正会　森村医院 580-0023 松原市南新町1-11-27 072-331-0430 内科・小児科

田中クリニック 580-0024 松原市東新町3-5-17　アーバンコンフォート１階１１０ 072-330-3386 小児科

医療法人　ほづみ小児科クリニック 580-0026 松原市天美堂4-61-1 072-337-1811 内科・小児科・アレルギー科

江崎医院 580-0046 松原市三宅中5-8-23 072-335-3503
内科・小児科・整形外科・リハビリテーション科
皮膚科

医療法人大和会　辻野病院 581-0033 八尾市志紀町南1丁目86番地 072-948-0250 外科・整形外科・麻酔科・消化器科・内科

医療法人あさいクリニック　あさい脳神経内科・在宅クリニック 581-0038 八尾市若林町1-76-3　ステーションプラザ八尾南B１階A 072-943-4623 脳神経内科・老年内科・内科

きくちレディースクリニック 581-0068 八尾市跡部北の町3-1-26　久宝寺クリニックビル３階 072-928-1880 産婦人科

医療法人あおい会　あおいクリニック 581-0073 八尾市高町2-43 072-999-1616 内科・呼吸器内科

医療法人萌生会　大道クリニック 581-0074 八尾市栄町1-1-10 072-994-7331 内科（人工透析）・腎臓内科

医療法人光誠会　しろばとクリニック 581-0803 八尾市光町1-29　サンフォレスト１０４号 072-928-4877 内科・外科

医療法人　白岩内科医院 582-0005 柏原市法善寺4-10-24 072-971-1221 内科全般（糖尿病内科）

医療法人平成会　平松産婦人科クリニック 583-0024 藤井寺市藤井寺1-6-1 072-955-8881 産婦人科・麻酔科・内科

数尾診療所 583-0033 藤井寺市小山2-1-1 072-955-4768 内科・外科

医療法人敬任会　藤井寺敬任会クリニック 583-0036 藤井寺市恵美坂1-2-3 072-930-0222 人工透析内科・腎臓内科

いしどレディースクリニック 583-0885 羽曳野市南恵我之荘1-1-29 072-959-7123 産科・婦人科

いわもと在宅クリニック 587-0051 堺市美原区北余部45-23 072-369-2780 内科・外科・緩和ケア

医療法人淳康会　堺近森病院 590-0004 堺市堺区北清水町2-4-1 072-227-8001

内科・外科・腎臓内科・循環器内科・循環器外科
血管外科・消化器外科・放射線科・整形外科
リハビリテーション科・歯科・歯科口腔外科
人工透析内科・通所リハビリテーション

かねしろクリニック 590-0013 堺市堺区東雲西町1-1-11　JR堺市駅NKビル１階 072-282-5519 内科・整形外科

小児科林医院 590-0013 堺市堺区東雲西町1-3-9 072-282-8445 小児科



■大阪府内（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

上野内科・小児科クリニック 590-0023 堺市堺区南三国ヶ丘町1-1-13 072-232-1314 内科・小児科

医療法人千世会　清水レディースクリニック 590-0024 堺市堺区向陵中町2-3-13 072-250-0511 産婦人科

森口クリニック 590-0027 堺市堺区榎元町6-5-12 072-238-3355 内科・循環器科・リハビリテーション科

大槻レディースクリニック 590-0115 堺市南区茶山台1-2-4　パンジョ西館３階 072-290-6000 産婦人科

しんとうクリニック 590-0906 堺市堺区三宝町2丁131-5　シャーメゾンルアナ１階 072-247-7847 消化器内科・外科・内科

中村クリニック 590-0921 堺市堺区北半町西1-16 072-227-6381 脳神経外科・整形外科

かねの小児科 590-0942 堺市堺区材木町東1-2-13 072-229-1253 小児科・アレルギー科

池田産婦人科 590-0942 堺市堺区材木町東3-1-20 072-228-1319 産婦人科

医療法人守人会　塚田内科クリニック 590-0946 堺市堺区熊野町東3-1-27 072-233-6933 内科・循環器科・消化器科

医潤会 内視鏡クリニック 590-0946 堺市堺区熊野町東4-4-19　平成ビル４階 072-224-0188 胃腸内科・内視鏡内科

医療法人　沈沢医院 590-0974 堺市堺区大浜北町2-1-30 072-223-5133 内科・小児科・産婦人科・麻酔科

北尻耳鼻咽喉科 590-0985 堺市堺区戎島町2-66　M・Y２堺駅前ビルⅡ１階 072-224-3387 耳鼻咽喉科・アレルギー科

さい小児科 590-0985 堺市堺区戎島町2-70-1　M・Y２堺駅前ビル２階 072-275-6631 小児科

典子エンジェル クリニック 591-8002 堺市北区北花田町3-28-10 072-254-8875 産婦人科

医療法人　いけだこどもクリニック 591-8002 堺市北区北花田町3-45-40 072-250-4152 小児科・アレルギー科

医療法人一隅会　川上クリニック 591-8002 堺市北区北花田町4-99-15 072-250-6211 内科・循環器内科・アレルギー科･リウマチ科

医療法人あさか会　あさかクリニック 591-8008 堺市北区東浅香山町2丁348-1 072-251-1116
整形外科・内科・皮膚科・形成外科
リハビリテーション科

医療法人社団ワッフル　ぐんぐんキッズクリニック 591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-21　大休ビル１階 072-275-8502 小児科・アレルギー科

医療法人甲潤会　なかもず女性クリニックヤギ 591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-39　クリスタルなかもず４階 072-233-5630 産婦人科・乳腺外科

医療法人向翔会　だんホームクリニック 591-8025 堺市北区中曽根町1207-7 072-246-6611 内科・訪問診療

江本クリニック（内科・消化器科） 591-8025 堺市北区長曽根町1467-1　エイトワンビル１階１０１ 072-240-0122 内科・消化器内科

医療法人好輝会　梶本クリニック新金岡分院 591-8025 堺市北区長曽根町1467-1　メディカルエイトワンビル３階・４階 072-256-3456 人工透析内科

医療法人健亘会　政田整形外科・リウマチ科 591-8025 堺市北区長曽根町3065-8　政田ビル１階 072-246-7570 整形外科・リウマチ科

医療法人　大西内科クリニック 591-8031 堺市北区中百舌鳥梅北町1-10　ライブコート三国ケ丘１階 072-250-7255 内科・消化器内科・循環器内科

医療法人　吉田医院 591-8031 堺市北区中百舌鳥梅北町5-403 072-252-2750 内科・小児科・精神科

赤星神経内科クリニック 591-8034 堺市北区百舌鳥綾南町3-163　北野コンパクトオフィスE号 072-275-9020 神経内科・内科

中産婦人科 591-8043 堺市北区北長尾町2-4-15 072-252-0634 婦人科・産科

久保整形外科クリニック 591-8044 堺市北区中長尾町2-1-21 072-258-3565 整形外科

しまキッズクリニック 592-8344 堺市西区浜寺南町3-2-1　ダイケンビル２階２０２号 072-262-8788 小児科・アレルギー科

柿原クリニック 592-8346 堺市西区浜寺公園町1-12-10 072-263-3713 内科・腎臓内科・人工透析

なかいホームケアクリニック 593-8303 堺市西区上野芝向ヶ丘町6-1-34　パルファン上野芝１階 072-276-4671 内科・心療内科

医療法人山口会　山口医院 599-8238 堺市中区土師町1-27-3 072-279-5525
内科・小児科・胃腸科・アレルギー科、放射線科
リハビリテーション科

社会医療法人頌徳会　日野クリニック 599-8272 堺市中区深井中町1248 072-276-5111 内科・皮膚科・アレルギー科・整形外科・泌尿器科

医療法人甲翔会　かい内科クリニック 589-0023 大阪狭山市大野台6-1-3 072-366-1366 内科・循環器内科

医療法人　沢田レディースクリニック 592-0005 高石市千代田1-26-19 072-267-5200
婦人科・産科（妊婦健診のみ）
分娩はＨ26年12月で終了

清水レディースクリニック 595-0026 泉大津市東雲町3-8 0725-20-0170 産婦人科

医療法人　出水クリニック 596-0046 岸和田市藤井町1-12-5　エアリーズ上野１階 0724-37-5811 内科・麻酔科・呼吸器科

久米田外科整形外科病院 596-0821 岸和田市小松里町928-1 072-443-1891 整形外科

医療法人　めぐみクリニック 596-0827 岸和田市上松町1-9-1 072-433-2230 脳神経外科・内科・リハビリテーション科

医療法人龍志会　IGTクリニック 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3-41　メディカルりんくうポート 072-463-0855 内科・放射線科

医療法人雄美会　りんくう橋本リウマチ整形外科 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1　りんくうパピリオ東棟改札階 072-469-4152 リウマチ科・整形外科・リハビリテーション科

辻　レディースクリニック 599-0203 阪南市黒田590　サンギャラリー２階 072-470-0125 産婦人科・内科

■大阪府内（歯科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

五月町サトミ歯科医院 590-0031 堺市堺区五月町4-1 072-222-5678 小児歯科・一般歯科・口腔外科

住友歯科医院 591-8004 堺市北区蔵前町3-2-8　サンロード蔵前１０４ 072-250-3117 歯科・小児歯科

すみおか歯科クリニック 599-8122 堺市東区丈六183-18　ダイエー１階 072-236-0418 歯科



■大阪府外（医科）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号　 標榜科目

宇山内科クリニック 630-0213 奈良県生駒市東生駒2-207-120 0743-84-7149 内科・消化器内科


