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市町村
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. 574 徳田　光章 医療法人とくだクリニック 565-0831 吹田市五月が丘東9‐11 06‐6816‐714

ｶﾄﾞﾀ  ﾁｶﾗ 592 角田　力 南平台かどたクリニック 569-1042 高槻市南平台4-14-32 072-697-2001

ｶﾜｻｷ ﾖｼﾐ 605 川崎　佳巳 かわさき眼科クリニック 569-1142 大阪府高槻市宮田町1-29-18　たかつき宮田町ビル3Ｆ 072-690-7540

ｷﾖｶﾜ ﾋﾛﾐ 594 清川　裕美 中嶋・清川とりかいクリニック 566-0054 摂津市鳥飼八防1-8-4 072-650-3636

ｸﾆｻﾄ ﾖｳｺ 606 國里　洋子 医療法人　国里整形外科 567-0816 茨木市永代町8-8 072-622-2373

ｼﾐｽﾞ ﾖｼｵﾐ 590 清水　義臣 しみず内科クリニック 569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町6-16 072-695-3110

ｼﾗｲｼ ﾅﾅｺ 585 白石　奈々子 白石クリニック 569-1123 大阪府高槻市芥川町1-13-14 072-669-7701

ｼﾗｲｼ ﾏｻﾌﾐ 584 白石　将史 白石クリニック 569-1123 大阪府高槻市芥川町1-13-14 072-669-7701

ﾀｼﾊﾞﾅ ｺｳｲﾁ 598 立花　宏一 たちばなクリニック 567-0810 大阪府茨木市宮元町2-13 072-624-4572

ﾂﾉｵｶ ｷﾖｼ 587 角岡　潔 つのおか循環器内科クリニック 563-0048 大阪府池田市呉服町1-1　サンシティー1階 072-750-6610

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 596 中嶋　真一郎 アイルすまいるクリニック 567-0032 茨木市西駅前町6-36　ラビアンヌ・エスポワール303
号室

072-646-9826

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｺ 593 中嶋　直子 中嶋・清川とりかいクリニック 566-0054 摂津市鳥飼八防1-8-4 072-650-3636

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 601 中林　博道 きずな友愛クリニック 567-0816 茨木市永代町6番21号　現代茨木市駅前ビル2Ｆ 072-645-3040

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾄｼﾔ 599 鍋島　敏也 鍋島クリニック 569-0031 高槻市大冠町3-2-9 072-671-7770

ﾆｼｸﾞﾁ ｶﾝｼﾞ 597 西口　完二 内科外科にしぐち医院 661－0012 尼崎市南塚口町2-15-7 06-6423-5511

ﾊｷﾞﾉ ﾏﾅﾐ 604 萩野　眞奈美 萩野医院 567-0074 大阪府茨木市新郡山2-2-30 072-643-1190

ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 588 松井　広登 まつい血管内科・静脈瘤クリニック 569-1123 高槻市芥川1-11-2　OSAKAYAビル3F 072-686-6000

ﾐｽﾞﾉ    ﾕｳ 657 水野　裕太 じんないクリニック 〒567-0824 大阪府茨木市茨木市中津町5-3 072-635-1311

ﾑﾗｶﾐ ｼﾛｳ 610 村上　詩郎 村上医院 569-0077 大阪府高槻市野見2-56 072-675-1901

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｵ 611 村上　晴郎 村上医院 569-0077 大阪府高槻市野見町2-56 072-675-1901
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ﾓﾘ ｱﾂｺ 595 森　京子 もり耳鼻咽喉科クリニック 569-0071 高槻市城北町2-3-3　城北フジビル2F 072-672-1200

ﾓﾘ ﾂﾖｼ 647 森　毅 もりクリニック 〒569-0078 大阪府高槻市大手町3-60　フィールドパスカル101 072-661-8555

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲｶ 589 担当医 立命館大学　茨木診療所 567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150 072-665-2111

市町村 茨木
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ﾐﾄﾓﾘ  ﾄｼﾋﾛ 568 水戸守　寿洋 みともり子どもクリニック 567-0828 茨木市舟木町2-7　オフィス・ルプラン１Ｆ 072-657-8355

ﾖﾈﾀﾞ ﾅｵﾄ 652 米田　直人 よねだレディースクリニック 〒567-0065 大阪府茨木市上郡2丁目13-14　ｺﾞｳﾀﾞC＆Eﾋﾞﾙ2F 072-665-6800

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ 668 渡辺　克哉 くれはクリニック 567-0864 茨木市沢良宜浜2-1-2 072-657-8247

市町村 茨木市
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ｱｻｸﾗ ﾂﾄﾑ 558 朝倉　勉 朝倉歯科医院 567-0046 茨木市南春日丘1-1-19 072-625-2001

ｱｻﾀﾞ ｺｳｼﾞ 481 朝田　浩司 朝田歯科 〒567-0895 茨木市玉櫛2丁目29番20号　ｻﾝﾊｲﾑ玉櫛1階 072-632-8841

ｱﾀﾞﾁ ｶﾂﾛｳ 161 安達　克郎 (公財)淀川勤労者厚生協会 茨木診 〒567-0882 茨木市元町4番16号 072-624-3977

ｲｱｲ　ﾋﾛﾕｷ 318 居相　浩之 居相整形外科 〒567-0021 茨木市三島丘2丁目8番17号　角屋ﾋﾞﾙ2F 072-620-7540

ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 466 石川　一彦 辰見クリニック 〒567-0832 茨木市白川2丁目1番5号　ｱﾄﾞﾊﾞﾝ1F 072-634-8411

ｲｼﾀﾞ　ﾀｹｵ 229 石田　丈雄 石田診療所 〒567-0823 茨木市寺田町10番14号 072-635-2304

ｲｽﾞﾐ ﾖｼｵ 169 泉　善雄 泉内科医院 〒567-0887 茨木市西中条町11番16号 072-625-2117

ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 562 伊藤　嘉啓 アイルすまいるクリニック 567-0032 茨木市西駅前町6-36　ラビアンヌ・エスポワール303
号室

072-646-9826

ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 502 井上　秀治 井上クリニック 〒567-0883 茨木市大手町1番26号　ｱﾝﾌｨﾆ大手町2F 072-625-3351

ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 478 井上　隆 いのうえ整形外科 〒567-0035 茨木市見付山2丁目1番3号 072-646-8805

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾛ 459 井上　俊宏 いのうえ内科 〒567-0815 茨木市竹橋町4番10号 072-628-5533

ｲﾏｲ ﾏｻｼﾞ 141 今井　政治 いまい内科ハートクリニック 〒567-0829 茨木市双葉町9-20　コスモアネックス2階 072-637-2468

ｲﾏｲ ﾐﾁｵ 545 今井　道生 いまい内科ハートクリニック 567-0829 茨木市双葉町9-20　コスモアネックス2階 072-637-2468 http://imai-nhc.com/

ｲﾜｲ ﾋﾛｼ 411 岩井　博司 岩井医院 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町10番11号 072-627-2061
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ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ 453 岩﨑　正洋 岩﨑正洋クリニック 〒567-0831 茨木市鮎川3丁目9番31号 072-657-1001

ｲﾜﾏﾂｶﾂﾋｺ 47 岩松　克彦 岩松クリニック 〒567-0012 茨木市東太田1-1-109　ﾛ-ﾚﾙﾊｲﾂ茨木総持寺1階 072-627-3834

ｳｴﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 36 上野  信之 三康クリニック 〒567-0801 茨木市総持寺2丁目2番5号 072-625-7373

ｳｴﾉ ﾏｻﾉﾘ 364 上野　眞徳 上野歯科医院 〒567-0832 茨木市白川2丁目13番16号 072-632-7760

ｳｴﾉ ﾕﾀｶ 400 上野　豊 上野医院 〒567-0883 茨木市大手町4番3号 072-622-2343

ｳﾂﾐ ﾀｶｼ 309 内海　隆 内海眼科医院 〒567-0882 茨木市元町2番13号 072-626-1223

ｳﾉ　ｺｳﾀﾛｳ 279 宇野　耕太郎 耳鼻咽喉科　宇野医院 〒567-0034 茨木市中穂積1丁目2番51号 072-622-3341

ｳﾒﾀﾞ  ﾅｵﾔ 616 梅田　直也 うめだ整形外科 567-0829 茨木市双葉町6-2　フォルテ・ディ・コンフォート2階 072-635-3970

ｳﾒﾀﾞ ﾀﾂﾔ 486 梅田　達也 うめだクリニック 〒567-0816 茨木市永代町4番206号　ｿｼｵいばらきⅡ2階 072-622-3323

ｴｶﾞﾜ　ﾏｺﾄ 220 江川　真人 江川産婦人科医院 〒567-0801 茨木市総持寺2丁目1番5号 072-625-3675

ｴｶﾞﾜ　ﾔｽﾄ 324 江川　泰人 江川クリニック 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町13番11号　江川ﾊｲﾂ1階 072-627-8552

ｵｵｺｳﾁ  ﾄｼｶ 617 大河内　寿一 大河内医院 567-0888 茨木市駅前3丁目1-3　東伸ﾋﾞﾙ２F 072-625-1222

ｵｵｻｷ ﾀｶｼ 438 大崎　尚 大崎医院 〒567-0817 茨木市別院町7番33号 072-624-5087

ｵｵｼﾏ  ﾀﾛｳ 567 大嶋　太郎 大嶋クリニック 567-0829 茨木市双葉町8-19　景星ﾋﾞﾙ2～5F 072-633-0119

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 145 大嶋　一徳 大嶋クリニック 〒567-0829 茨木市双葉町8番19号 072-633-0119

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ 35 大島　正義 大島整形外科 〒567-0806 茨木市庄2丁目19番14号 072-622-0345

ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ 445 大谷　晃司 おおたに内科医院 〒567-0887 茨木市西中条町1番22号　ｴﾝｾﾞﾙｳﾁﾀﾞ1F 072-622-9060

ｵｵﾀﾆ ﾐﾈﾋｻ 73 大谷　峯久 大谷クリニック 〒567-0817 茨木市別院町1番33号 072-627-6662

ｵｵﾐﾔ ﾕｶ 407 大宮　由香 おおみや形成外科クリニック 〒567-0883 茨木市大手町10番2号　ｱﾙｶｻｰﾙｾﾘｼﾞｪ大手町1Ｆ 072-622-0505

ｵｵﾓﾘ　ｹﾝｼﾞ 208 大森　研史 大森医院 〒567-0895 茨木市玉櫛2-32-13 072-638-4187

ｵｶﾞｻ ｻﾄｼ 328 小笠　智嗣 おがさ整形外科 〒567-0832 茨木市白川1丁目3番18号 072-652-1177

ｵｶﾍﾞ　ﾕｷﾋｺ 470 岡部　宇彦 耳鼻咽喉科　岡部医院 〒567-0805 茨木市橋の内2丁目8番12号 072-635-8898

ｵｶﾓﾄ　ﾌﾐｵ 344 岡本　文雄 岡本クリニック 〒567-0887 茨木市西中条町3-101 072-631-1158

ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾄﾖ 578 岡本　光豊 岡本医院 567‐0829 茨木市双葉町16‐27　ボン・メゾンフタバ１F 072‐652‐507
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ｵｸﾀﾞ 649 奥田　和人 おくだ内科クリニック 〒567-0829 大阪府茨木市双葉町6-2-401号 072-657-8637

ｵｸﾀﾞ　ﾋﾛﾀｶ 213 奥田　弘賢 奥田産婦人科 〒567-0815 茨木市竹橋町15番8号 072-622-5253

ｵｸﾉ ﾏﾁｺ 67 奥野　真知子 奥野眼科 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町5番32号　ﾊｳｽｺｴﾘⅡ1F 072-622-9110

ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 69 奥村　泰啓 奥村クリニック 〒567-0882 茨木市元町1番23号　松村ﾋﾞﾙ2階 072-621-6281

ｵｺﾞｼ ﾏﾁｺ 408 生越　まち子 おごし皮フ科 〒567-0895 茨木市玉櫛2丁目29番15号 072-632-0789

ｵﾁ ﾏｻﾀｶ 72 越智　雅社 耳鼻咽喉科　おち医院 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町5番32号　ﾊｳｽｺｴﾘⅡ 072-622-9853

ｶｸﾓﾄ ﾅｶﾞﾋｺ 49 角本　永彦 角本医院 〒567-0007 茨木市南安威2丁目1番22号 072-643-3736

ｶﾀﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ 359 片山　尚典 片山メンタルクリニック 〒567-0829 茨木市双葉町8番1号　奥村ﾋﾞﾙ4F 072-657-0556

ｶﾂﾀ ﾀｶｼ 164 勝田　隆 勝田クリニック 567-0846 茨木市玉島2丁目10番21号 072-633-3111

ｶﾄｳ ｱｷｺ 517 加藤　明子 かとう眼科 〒567-0817 茨木市別院町4番19号 072-624-2440

ｶﾈｺ ﾓﾄﾊﾙ 651 金子　元春 健彰会クリニック整形外科リウマチ 567-0804 大阪府茨木市総持寺台1-11ホクセツメディカルモール
１階

072-657-5055

ｶﾈﾓﾄ 393 金本　裕吉 かねもとクリニック 〒567-0035 茨木市見付山1丁目4番1号 072-621-0071

ｶﾜｻｷ ﾁｴｺ 493 河﨑　千恵子 かわさき眼科クリニック 〒567-0828 茨木市舟木町15番6号2F 072-646-5911

ｶﾜｼﾞﾘ ｶﾂﾋｻ 105 川尻　勝久 川尻クリニック 〒567-0828 茨木市舟木町19番20号　林泉第7ビル1Ｆ 072-632-0200

ｶﾜﾄｺ ｻﾄｼ 420 川床　聡 さと在宅クリニック 〒567-0895 茨木市玉櫛2丁目28番12号1F 072-637-1556

ｶﾜﾊﾗ ミド 144 河原　みどり なかむかいクリニック 〒567-0886 茨木市下中条町4番5号　ﾗ・ﾌﾚ-ﾙ2Ｆ 072-621-2194

ｶﾜﾑﾗ ｴｲｽｹ 350 河村　英輔 河村メディカルクリニック 〒567-0817 茨木市別院町5番16号 072-622-2569

ｶﾝ ｺｳﾋﾝ 142 韓　鴻濱 かん整形外科 〒567-0892 茨木市並木町13番1号 072-632-9420

ｷｼﾓﾄ　ﾔｽﾛｳ 240 岸本　康朗 岸本クリニック 〒567-0868 茨木市沢良宜西1丁目4番10号　ﾉﾍﾞﾙﾃｨ南茨木 072-638-1100

ｷﾀｶﾞﾜ　ﾖｼﾕ 258 北川　慶幸 北川クリニック 〒567-0885 茨木市東中条町3番1号　ｼﾝﾖ-ﾋﾞﾙ 072-621-5345

ｷﾀﾉ ﾀｶﾋﾛ 441 北野　貴弘 北野外科内科 〒567-0843 茨木市星見町18番3号 072-635-0131

ｷﾀﾉ ﾌｸｵ 94 北野　福男 北野外科内科 〒567-0843 茨木市星見町18番3号 072-635-0131

ｷﾄﾞ ﾖｼｺ 464 木戸　良子 きどレディースクリニック 〒567-0828 茨木市舟木町15番6号 072-635-6366

ｷﾊﾗ　ｺｳｲﾁ 335 木原　幸一 きはら内科クリニック 〒567-0803 茨木市中総持寺町9番1号　高尾ﾋﾞﾙ3階 072-637-1205
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ｷﾝﾊﾞﾗ ﾌﾄｼ 573 金原　太 きんばらホームクリニック 567-0046 茨木市南春日丘7-1-10 072-645-2510

ｸｷﾞﾇｷ ﾏｻｱｷ 477 釘抜　正明 釘抜医院 〒567-0041 茨木市下穂積3丁目12番24号 072-622-6092

ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 529 久保田　泰隆 くぼた眼科 〒567-0832 茨木市白川1丁目3番22号 072-637-0404

ｸﾘﾊﾗ　ﾋﾛﾋｺ 505 栗原　裕彦 栗原医院 〒567-0810 茨木市宮元町1番15号 072-626-2102

ｺｳﾀﾞ　ﾔｽｼ 214 好田　康 こうだクリニック 〒567‐003 茨木市上穂東町2番1号 072-631-1335

ｺｳﾓﾄ ﾖｳｽｹ 442 河本　陽介 こうもと内科・小児科クリニック 〒567-0891 茨木市水尾3丁目16番28号 072-657-0121

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 150 小林　誠 小林整形外科 〒567-0031 茨木市春日1丁目9番22号 072-625-0012

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ 354 近藤　章子 第二近藤診療所 〒567-0895 茨木市玉櫛2丁目17番18号 072-635-1035

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 353 近藤　浩之 第二近藤診療所 〒567-0895 茨木市玉櫛2丁目17番18号 072-635-1035

ｻｶｶﾞﾐ　ﾋﾛｼ 239 阪上　博史 阪上耳鼻咽喉科医院 〒567-0888 茨木市駅前1丁目2番21号 072-622-2558

ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌ 636 坂口　正展 さかぐち皮フ科クリニック 567-0872 大阪府茨木市新中条町1-30　ビエラ茨木新中条2階 072-621-1515

ｻｸｶﾞﾜ　ﾏｻﾅ 209 佐久川　政尚 佐久川クリニック 〒567-0824 茨木市中津町18番23　ﾌﾟﾗｻﾞﾀﾂﾐﾋﾞﾙ2F 072-630-3838

ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 669 佐々木　有一 ささき内科・内視鏡クリニック 〒567-0801 茨木市総持寺1-3-2-1階 072-631-2501

ｻｻｷ ﾖｼﾀｶ 284 佐々木　良高 佐々木外科内科医院 〒567-0032 茨木市西駅前町5番30号　（佐々木ビル） 072-622-2640

ｻﾜ ｱｷｺ 533 澤　明子 澤眼科医院 567-0806 茨木市庄2-26-24 072-622-1132

ｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 603 澤　雄大 澤眼科医院 567-0806 茨木市庄2-26-24 072-622-1132

ｼｵﾐ ﾄｼﾕｷ 635 塩見　俊行 しおみ整形外科･痛み･関節クリニッ 567-0872 大阪府茨木市新中条町1番30号　ビエラ茨木新中条2階 072-631-6580

ｼｹﾞﾏﾂ ｼｹﾞﾄ 116 茂松　茂人 茂松整形外科 〒567-0851 茨木市真砂3丁目12番19号 072-633-8801

ｼﾉﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾃ 372 篠永　安秀 篠永医院 〒567-0851 茨木市真砂1丁目2番36号 072-633-3776

ｼﾊﾞｻｷ　ｺｳｲ 207 柴崎　浩一 しばさき小児科 〒567‐004 茨木市下穂積1-3-101 072-626-9011

ｼﾛﾀﾆ ｹｲｺ 404 城谷　敬子 いしが城谷クリニック 〒567-0883 茨木市大手町12番3号 072-622-3003

ｼﾛﾀﾆ ﾄﾓﾋｺ 485 城谷　知彦 いしが城谷クリニック 〒567-0883 茨木市大手町12番3号 072-622-3003

ｽｶﾞﾉ ﾜﾀﾙ 531 菅野　亘 中菅野医院 567-0046 茨木市南春日丘1丁目1番34号 072-622-1888

ｽｷﾞﾀ ｸﾐｺ 368 杉田　久美子 すぎた子どもクリニック 〒567-0035 茨木市見付山１丁目1丁目40番8号 072-645-7333
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ｽｷﾞﾀ ｺｳｼﾞ 627 杉田　光司 すぎたクリニック 567-0021 大阪府茨木市三島丘2-8-17角屋ビル１階 072-620-1115

ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 305 杉本　清 すぎもとクリニック 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町1番32号　ﾊｲﾑｴｰﾃﾞﾙ1F 072-631-8811

ｽｽﾞｷ　ﾖｼﾉﾘ 228 鈴木　良紀 鈴木医院 〒567-0888 茨木市駅前3丁目5番21号 072-624-1113

ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 602 須藤　正治 須藤耳鼻咽喉科 567-0826 大阪府茨木市大池1-14-36 072-634-5755

ｽﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ 194 須永　匡彦 須永内科小児科医院 〒567-0006 茨木市耳原3丁目2番16号 072-643-4161

ｽﾅｶﾞ ﾔｽｼ 387 須永　恭司 須永医院 〒567-0896 茨木市玉水町1番15号 072-632-3323

ｽﾐ ｷﾖｵﾐ 188 隅　清臣 隅クリニック 〒567-0034 茨木市中穂積3丁目2番12号 072-622-3858

ｾｼﾓ ｲﾜｵ 521 瀬下　巖 せしも胃腸肛門クリニック 〒567-0882 茨木市元町2番10号ｃｘ 072-646-5111

ﾀｶｼﾏ ﾀｶﾕｷ 183 高島　孝之 高島整形外科 〒567-0868 茨木市沢良宜西1丁目13番22号 072-630-2600

ﾀｶｼﾏ ﾐﾁｺ 465 高島　美智子 きどレディースクリニック 〒567-0828 茨木市舟木町15番6号 072-635-6366

ﾀｶﾊﾗ ｹﾝ 661 高原　健 医療法人　高原クリニック 567-0868 茨木市沢良宜1-1-3南茨木第2阪急ビル4F 072-633-9029

ﾀｶﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 551 高原　順矢 医療法人　高原クリニック 567-0868 茨木市沢良宜1-1-3南茨木第2阪急ビル4F 072-633-9029

ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 541 高原　寛 ももたろう　痛みのクリニック 567-0810 茨木市宮元町1-11 072-627-8369

ﾀｶﾐ ﾉﾌﾞﾋｺ 535 髙見　信彦 たかみクリニック 〒567-0888 茨木市駅前3丁目2番2号　晃永ﾋﾞﾙ404号 072-631-3001

ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 608 竹村　博一 竹村耳鼻咽喉科クリニック 567-0851 茨木市真砂2丁目７－１４ 072‐637‐413

ﾀﾂﾐ ｱｷｵ 633 巽　昭雄 たつみ内科クリニック 567-0872 大阪府茨木市新中条町1-30　ビエラ茨木新中条2階 072-631-1810

ﾀﾂﾐ ﾉﾌﾞｵ 93 辰見　宣夫 辰見医院 〒568-0091 茨木市大字大岩556 072-649-2018

ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 57 田中　孝二 田中胃腸科クリニック 〒567-0827 茨木市稲葉町19番19 072-634-8228

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 385 田中　聡 たなかクリニック 〒567-0832 茨木市白川1丁目3番22号 072-636-8808

ﾀﾅｶ ﾏｷ 492 田中　マキ マキレディースクリニック 〒567-0031 茨木市春日1-4-10　ｸﾞﾗﾝ長久茨木2F 072-631-3711

ﾀﾆ　ﾋﾛｼ 329 溪　浩司 たに医院 〒567-0876 茨木市天王2丁目8番27号 072-631-0213

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾏｻ 576 谷口　寛昌 谷口内科循環器クリニック 567-0063 茨木市中河原町11‐39 072‐665‐497

ﾂｷﾔﾏ ﾌﾖｳ 503 月山　芙蓉 つきやまクリニック 〒5670829 茨木市双葉町8番8号 072-648-5335

ﾃﾗｵ ｱﾂｺ 191 寺尾　淳子 寺尾皮フ科 〒567-0032 茨木市西駅前町13番21号 072-624-4112

6/22 ページ



ﾃﾗｵ ﾕｳｲﾁ 190 寺尾　祐一 寺尾皮フ科 〒567-0032 茨木市西駅前町13番21号 072-624-4112

ﾃﾗﾑﾗ ﾄﾓｺ 355 寺村　智子 第二近藤診療所 〒567-0895 茨木市玉櫛2丁目17番18号 072-635-1035

ﾄｸｲ ﾏｻﾌﾐ 552 得居　将文 とくいクリニック 567-0826 茨木市大池2丁目13-22 072-636-1091

ﾄｸﾅｶﾞ ｲﾜｵ 119 徳永　五輪雄 徳永医院 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町1-32-201 072-622-8355

ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾏｻ 496 徳永　博正 徳永医院 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町1-32-201 072-622-8355

ﾄﾐﾀ　ｻﾄｼ 302 富田　智史 とみたクリニック 〒567-0843 茨木市星見町20番1号 072-630-6722

ﾅｶ ﾃｲｼﾞ 572 中　禎二 なかクリニック 567-0034 茨木市中穂積1-2-50 072-631-8808

ﾅｶﾞｲ ﾀｶｺ 301 永井　隆子 永井眼科医院 〒567-0891 茨木市水尾3丁目8番5号 072-635-1519

ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 95 中尾　誠 中尾内科クリニック 〒567-0031 茨木市春日4丁目10番4号 072-621-4777

ﾅｶｼﾞﾏ　ｼｭｳ 321 中島　周三 なかじま内科 〒567-0831 茨木市鮎川5丁目6番8号 072-636-8305

ﾅｶﾑｶｲ ﾉﾘｱｷ 83 中迎　憲章 なかむかいクリニック 〒567-0886 茨木市下中条町4番5号　ﾗ・ﾌﾚ-ﾙ2Ｆ 072-621-2194

ﾅｶﾑﾗ ｲｸｺ 50 中村　育子 中村医院 〒567-0018 茨木市太田1丁目13番26号 072-625-3591

ﾅｺﾞｼ ﾐﾂﾙ 544 名越　充 名越歯科診療所 567-0882 茨木市元町1-10　ｱｰｶｽﾃﾞｲｽﾞ茨木301 072-627-5211

ﾅﾘﾀ  ﾓﾄﾖｼ 566 成田　基良 成田クリニック 567-0803 茨木市中総持寺町4-47 072‐634‐379

ﾆｼｵ ｷﾖｼ 352 西尾　聖 聖クリニック 〒567-0072 茨木市郡5丁目18番5号 072-640-6030

ﾆｼｻﾞﾄ ｷｸｺ 182 西里　枝久子 西里医院 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町6-8 072-623-6566

ﾈｺﾞﾛ ﾉﾌﾞﾕｷ 415 根来　伸行 ねごろ内科循環器科 〒567-0826 茨木市大池2丁目28番17号 072-637-1472

ﾉｷﾞ　ｼﾝｽｹ 211 野木　慎祐 野木外科診療所 〒567-0001 茨木市安威1丁目13番1号 072-641-0107

ﾉｾ ﾀｶｵ 426 野瀬　隆夫 のせ皮ふ科 〒567-0829 茨木市双葉町9-20コスモアネックスビル３階 072-635-8070

ﾉｾ ﾕﾀｶ 454 野瀬　優 のせ整形外科クリニック 〒567-0885 茨木市東中条町8番35号 072-628-2030

ﾉﾀﾞ 366 野田　和幹 ノダ歯科 〒567-0831 茨木市鮎川2丁目31-15　 072-635-4108

ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖｺ 423 橋爪　喜代子 はしづめ内科 〒567-0876 茨木市天王2丁目6番7号　ｴﾙﾃﾞｨ南茨木2F 072-621-7373

ﾊｼﾓﾄ ｾﾞﾝｿﾞ 156 橋本　善造 橋本診療所 〒567-0854 茨木市島3丁目6番6号 072-634-4724

ﾊｼﾓﾄ　ﾋﾛﾐ 339 橋本　裕美 橋本こどもクリニック 〒567-0018 茨木市太田3-21-17 072-631-9001
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ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 427 長谷川　稔 長谷川内科 〒567-0825 茨木市園田町14番31号 072-637-5521

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵｼｹ 117 濵口　尚重 浜口内科 〒567-0828 茨木市舟木町8番27号 072-638-1003

ﾊﾔｼ ﾖｼｺ 586 林　与志子 勝田クリニック 567-0846 茨木市玉島2-10-21 072-633-3111

ﾊﾗ ｹｲﾀ 511 原　啓太 はら小児科クリニック 〒567-0834 茨木市学園南町14番20号 072-646-5532

ﾊﾝﾀﾞ　ﾀﾀﾞﾄ 271 半田　忠利 はんだクリニック 〒567-0895 茨木市玉櫛1丁目15番8号　ﾒｿﾞﾝ･ﾌﾟﾙﾐｴ-ﾙ1Ｆ 072-630-6110

ﾋﾗ ﾐﾁﾔ 401 平　通也 希ファミリークリニック 〒567-0816 茨木市永代町5番306号 072-620-2700

ﾋﾗｲﾜ ﾃﾂﾔ 494 平岩　哲也 ひらいわクリニック 〒567-0883 茨木市大手町6番10号　ｳﾞｨﾗ・ｺﾝﾄｩｰﾙ1Ｆ 072-646-8646

ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾛｳ 570 平田　哲朗 平田整形外科クリニック 567-0823 茨木市寺田町11-7 072-636-6267

ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 536 平田　美幸 平田整形外科クリニック 567-0823 茨木市寺田町11番7号 072-636-6267

ﾋﾗﾔﾏ　ｺｳｿﾞ 238 平山　公三 平山皮フ科クリニック 〒567-0868 茨木市沢良宜西1丁目4番1号　ｴﾐﾈﾝｽ南茨木1階 072-637-0266

ﾌｸﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 306 福永　泰広 ふくながこどもクリニック 〒567-0894 茨木市若園町37番29号　ﾒｿﾞﾝ・ｳﾞｪﾙﾄﾞｳｰﾙ1F 072-630-0753

ﾍﾞｯﾁｬｸ ｻﾄｼ 40 別役　聡士 ベッチャククリニック 〒567-0803 茨木市中総持寺町12番2号 072-635-1021

ﾎｿﾐ ﾖｳｲﾁ 168 細見　洋一 細見医院 〒567-0886 茨木市下中条町7番10号 072-622-5159

ﾎﾘｲ ﾀｶﾋﾛ 439 堀井　孝容 堀井医院 〒567-0828 茨木市舟木町5番26号 072-632-2233

ﾏｴﾊﾞ  ﾋﾛﾌﾐ 607 前羽　宏史 前羽クリニック 567-0031 茨木市春日2丁目2-18 072-625-6600

ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 154 増田　一裕 増田内科医院 〒567-0886 茨木市下中条町3番4号　 ｱ-ｸA 072-624-0661

ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｸﾝ 463 丸山　栄勲 北川クリニック 〒567-0885 茨木市東中条町3番1号 072-621-5345

ﾐﾂﾀﾞ ﾃﾙﾋｺ 642 光田　輝彦 みつだクリニック 567-0032 大阪府茨木市駅前町4茨木駅前ビル2階（イズミヤのあ
るビル）

072-631-7830

ﾐﾈ ﾀｶｼ 557 峯　尚志 峯クリニック 567-0031 茨木市春日1丁目4-10ｸﾞﾗﾝ長久茨木2F 072-631-7354

ﾐﾔｺﾀﾞ ｹｲｲﾁ 159 都田　慶一 都田泌尿器科医院 〒567-0828 茨木市舟木町5番14号 072-632-0111

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁﾖ 455 宮﨑　美智代 宮﨑皮フ科 〒567-0829 茨木市双葉町4-25-101 072-636-1233

ﾑﾗｲ ﾓﾄﾉﾌﾞ 475 村井　基修 むらい内科循環器内科 567-0034 茨木市中穂積1丁目7番36号　2F 072-625-1500

ﾑﾗﾆｼ ﾐﾁｺ 456 村西　美智子 むらにし皮フ科 〒567-0035 茨木市見付山1丁目1-31-1 072-629-8601

ﾓﾄﾋﾛ ﾀｶﾕｷ 553 元廣　高之 もとひろクリニック 567-0892 茨木市並木町1-6茨木スクエアビル1階 072-632-8751
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ﾓﾘﾜｷ ｱｷﾗ 55 森脇　昭 森脇内科 〒567-0829 茨木市双葉町10番1号　茨木東阪急ﾋﾞﾙ 072-635-4900

ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 195 八木　英晴 八木耳鼻咽喉科 〒567-0831 茨木市鮎川4丁目25番20号 072-633-8787

ﾔｽﾅﾘ ﾀｶﾊﾙ 357 安成　隆治 吉原眼科医院 〒567-0828 茨木市舟木町2番7号　ﾙﾌﾞﾗﾝ2F 072-634-1112

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ 523 山口　和男 やまぐち整形外科・リウマチクリニ 〒567-0876 茨木市天王2丁目6番7号　ｴﾙﾃﾞｨ南茨木4階 072-631-3663

ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾉﾌﾞ 332 山田　しのぶ 成田クリニック 〒567‐080 茨木市中総持寺町4-47 072-634-3791

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｵ 62 山本　隆夫 平田整形外科クリニック 567-0823 茨木市寺田町11番7号 072-636-6267

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｵ 152 山本　達雄 山本内科医院 〒567-0032 茨木市西駅前町10番110号　茨木ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ 072-622-6466

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ 448 山本　紀彦 やまもとクリニック 〒567-0816 茨木市永代町7番10号　川崎ﾋﾞﾙ2階 072-645-5166

ﾕｷ ﾀｶﾋﾄ 579 柚木　孝仁 北摂クリニック 567-0826 茨木市大池1-10-37 072-633-3313

ﾖｺﾔﾏ ﾅｵﾄ 648 横山　如人 横山・渡辺クリニック 〒567-0031 大阪府茨木市春日2丁目1-12ラウンド春日3Ｆ 072-627-9876

ﾖｼｵｶ　ｾﾝｼﾛ 218 吉岡　宣史朗 吉岡歯科クリニック 〒567-0828 茨木市舟木町14番16号　吉岡ﾋﾞﾙ2Ｆ 072-634-0770

ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 108 吉田　剛 よしだ内科 〒567-0872 茨木市新中条町12番24号 072-631-1117

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ 539 渡辺　克哉 日翔会病院　在宅診療部 〒567-0888 茨木市駅前３丁目６番２３号 072-665-8911

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 201 渡辺　洋一郎 横山・渡辺クリニック 〒567-0031 茨木市春日2丁目1番12号　ﾗｳﾝﾄﾞ春日3F 072-627-9876

市町村 芥川地区

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ 664 城戸　晴規 芥川きどクリニック 〒569-1121 高槻市真上町1丁目3番28号　ｴｸｾﾙ立川1Ｆ 072-685-0161

ﾊﾔｼ 656 林　宏一 新阿武山クリニック 〒569-1117 大阪府高槻市天神町1-10-1　たかつき天神ビル2F 072-682-8801

市町村 京都市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾉﾊﾗ ﾀｹﾋﾛ 534 野原　丈裕 のはらクリニック 〒615‐807 京都市西京区桂南巽町59 075-963-6133

市町村 京都府

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾆｯﾀ　ﾏｻﾄｼ 510 新田　昌稔 新田クリニック 〒610-0357 京都府京田辺市山手東1丁目6-2ハチセンビル2号館1階 0774-62-1120
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市町村 高槻

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾄｸｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 658 徳嶋　良輔 T内科クリニック　高槻院 569-0081 大阪府高槻市宮野町17-1　ファゼンダ宮野1階 072-675-3003

市町村 高槻医師会

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｶﾜﾓﾄ  ｺｳｼﾞ 564 河本　浩二 かわもとこどもクリニック 569‐0046 高槻市登町18‐1 072‐676‐760

市町村 高槻市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｱ 491 芥川　知明 芥川きどクリニック 〒569-1121 高槻市真上町1丁目3番28号　ｴｸｾﾙ立川1Ｆ 072-685-0161

ｱﾍﾞ ｸﾆﾐ 392 阿部　邦美 阿部整形外科内科 〒569-1136 高槻市郡家新町4番31号 072-681-0500

ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ 394 阿部　奈々美 阿部整形外科内科 〒569-1136 高槻市郡家新町4番31号 072-681-0500

ｱﾏﾉ ﾀﾀﾞｵ 176 天野　忠温 あまの小児科 〒569-1022 高槻市日吉台5丁目6番10号 072-689-5288

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾏ 612 安東　里真 上島内科医院 569‐1044 高槻市上土室5-20-10 072-693-5335

ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 671 池田　昌人 いけだ内科・呼吸器内科 569-1115 大阪府高槻市古曽部町1-4-1　2階 072-691-1700

ｲｼｶﾜ ｼﾞﾛｳ 663 石河　二郎 渡辺婦人科 〒569-0085 高槻市南松原町2-1 072-675-5359

ｲｼｺ ｷﾖﾋｺ 103 石河　清彦 石河診療所 〒569-1044 高槻市上土室5丁目34番10号 072-692-1005

ｲﾁｵｶ ｺﾞﾄﾞｳ 24 市岡　五道 市岡医院 〒569-1115 高槻市古曽部町2丁目2番28号 072-682-0863

ｲﾁﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ 12 櫟原　茂之 櫟原医院 〒569-0824 高槻市川添2丁目15番23号 072-694-7609

ｲﾁﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 540 櫟原　新平 西冠いちはら耳鼻咽喉科皮膚科 569-0055 高槻市西冠3-30-1 072-669-8741

ｲﾁﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 591 櫟原　崇宏 櫟原医院 569-0824 高槻市川添2丁目15番23号 072-694-7609

ｲﾁﾊﾗ ﾕｲｶ 634 櫟原　維華 西冠いちはら耳鼻咽喉科皮膚科 569-0055 高槻市西冠3-30-1　１階 072-669-8741

ｲﾄｳ ｽｽﾑ 471 伊藤　奏 清水クリニック 〒569-0802 高槻市北園町3番25号 072-683-5550

ｲﾄｳﾀｽｸ 9 伊藤　祐 伊藤診療所 〒569-0826 高槻市寿町2丁目23番23号 072-695-8107

ｲﾅｹﾞ ｱｷﾋｺ 30 稲毛　昭彦 末光・稲毛クリニック 〒569-0853 高槻市柳川町1丁目17番10号 072-696-2709
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ｲﾅｹﾞ ﾔﾜﾗ 31 稲毛　和 末光・稲毛クリニック 〒569-0853 高槻市柳川町1丁目17番10号 072-696-2709

ｲﾅﾀﾞ ｱｷﾗ 530 稲田　陽 いなだ訪問クリニック 569-0066 高槻市中川町5番3号 072-668-7864

ｲﾅﾀﾞ ﾔｽｼ 622 稲田　泰之 （医）悠仁会　稲田クリニック 569-0071 高槻市城北町2-6-5福本ビル4階 072-662-6633

ｲﾅﾀﾞ ﾚｲｺ 623 稲田　礼子 （医）悠仁会　稲田クリニック 569-0071 高槻市城北町2-6-5福本ビル4階 072-662-6633

ｲﾅﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 543 稲本　潤 いなもと こどもクリニック 〒569-0814 高槻市富田町6-20-16 072-668-6033

ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 110 井上　裕之 井上クリニック 〒569-0814 高槻市富田町1丁目12番3号  みなとﾋﾞﾙ2F 072-690-3315

ｲﾏｽﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 282 今津　好秀 今津診療所 〒569-0803 高槻市高槻町10番22号　第二尾崎ﾋﾞﾙ2Ｆ 072-683-0039

ｲﾏﾅｶ ﾏｻｼ 482 今中　政支 いまなか耳鼻咽喉科 〒569-0053 高槻市春日町1番26号　松岡ﾏﾝｼｮﾝ1階 072-676-1187

ｲﾓﾄ ｴﾂｺ 659 井元　恵津子 しらかわ・いもとクリニック 569-0055 高槻市西冠3丁目12-17 072-670-6780

ｲﾘﾉ ｹﾝ 378 入野　健 入野内科 〒569-0857 高槻市玉川4丁目2番1号 072-678-5884

ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ 450 岩﨑　正宏 岩﨑医院 〒569-0805 高槻市上田辺町1番30号　大阪住宅ﾋﾞﾙ4F 072-682-2075

ｲﾜｾ ｶﾀﾋﾄ　 216 岩瀬　方人 岩瀬クリニック 〒569-0822 高槻市津之江町2丁目3番1号 072-661-2341

ｳｴｼﾏ ﾖｼﾐ 118 上島　嘉美 上島内科医院 〒569-1044 高槻市上土室5丁目20番10号 072-693-5335

ｳｴﾂ ｹｲｺ 405 上津　佳子 増本医院 〒569-1123 高槻市芥川町2丁目13番29号 072-685-0271

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾀﾞｲ 538 扇谷　大輔 おおぎたに内科・胃腸内科 569-1142 高槻市宮田町1-29-18 072-668-6705

ｵｵｸﾏ ﾏｻｽﾞﾐ 437 大隈　正純 おおくま医院 〒569-1117 高槻市天神町2丁目6番20号 072-684-0363

ｵｵｸﾜ ﾀｶｼ 189 大桑　隆 大桑皮膚科 〒569-0802 高槻市北園町14番20号 072-682-1154

ｵｵｾﾞｷ ﾐﾁｼｹ 662 大関　道薫 大関医院 569-0804 高槻市紺屋町8-33　プラドビル2F 072-683-2630

ｵｵﾂﾔﾍｲ 10 大津　彌平 耳鼻咽喉科　大津医院 〒569-0854 高槻市西町65番3号 072-693-4888

ｵｵﾆｼ ｸﾆｵ 424 大西　邦夫 大西歯科医院 〒569-1044 高槻市上土室1丁目12番1号　美宏ﾋﾞﾙ1F 072-692-0370

ｵｵﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 537 大橋　一 大橋内科 569-1032 高槻市宮之川原1丁目5番26号 072-687-7881

ｵｵﾑﾗ　ﾏｻｷ 270 大村　正樹 大村耳鼻咽喉科 〒618-0011 三島郡島本町広瀬5丁目4番5号 075-963-2080

ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱ 559 岡﨑　英明 おかざき内科クリニック 569-0823 高槻市芝生町1-1-12 072-679-3501

ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 383 岡田　聡 おかだ歯科クリニック 〒569-0032 高槻市東和町56-2　2F 072-675-8241
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ｵｶﾞﾀ ﾄｼｺ 532 緒方　敏子 マーガレット出張助産院 569-1144 高槻市大畑町12-6　ﾕﾆ・ｱﾙｽ高槻301号 072-696-9028

ｵｶﾓﾄ　ｾｲｺﾞ 345 陵本　清剛 おかもと整形外科 〒569－104 高槻市奈佐原2丁目11番21号 072-695-1212

ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｿﾞ 181 岡本　良三 阿武山こどもクリニック 〒569-1041 高槻市奈佐原2丁目3番22号 072-690-3225

ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐ 391 荻原　博美 おぎはらこども医院 〒569-0824 高槻市川添2丁目26番1号 072-690-1022

ｵｸﾀﾞ  ﾀｶﾋﾛ 614 奥田　高大 奥田歯科医院 569-0855 高槻市牧田町7－56－2 072-696-7628

ｵｸﾀﾞ  ﾐﾉﾙ 613 奥田　稔 奥田歯科医院 569-0855 高槻市牧田町7－56－2 072-696-7628

ｵﾊﾞﾗ ﾓﾄﾋﾛ 381 尾原　幹啓 尾原内科医院 〒569-1123 高槻市芥川町1丁目2番　ｱｸﾄｱﾓｰﾚA-203 072-685-5123

ｶｽﾔ ｱｷﾋﾛ 626 糟谷　彰宏 かすや整形外科･骨粗しょう症クリ 569-0055 大阪府高槻市西冠3-29-7関西スーパー西冠店1階 072-668-5558

ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐﾂ 490 加藤　和光 加藤産婦人科クリニック 〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1丁目14番13号 075-962-3355

ｶﾄｳ ｿｳｽｹ 583 加藤壮介 加藤産婦人科クリニック 〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1丁目14番13号 075-962-3355

ｶﾄﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ 74 門田　俊一 門田内科・心療内科クリニック 〒569-1145 高槻市富田丘町3番12号　佐竹ﾋﾞﾙ2階 072-693-1247

ｶﾈﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 500 金原　裕則 上牧かねはらクリニック 〒569-0007 高槻市神内2丁目8番27号 072-684-8008

ｶﾜｸﾞﾁ ｷﾖﾄｼ 59 川口　清敏 川口医院 569-0822 高槻市津之江町1丁目50番1号 072-672-8686

ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂｼ 640 川口　哲史 川口医院 569-0822 高槻市津之江町1丁目50番1号 072-672-8686

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 32 川口　憲明 川口内科 〒569-0826 高槻市寿町3丁目38番21号 072-693-0633

ｶﾜﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛ 138 川部　伸一郎 川部医院 〒569-1021 高槻市弥生が丘町27番26号 072-687-6063

ｶﾜﾑﾗ ｻﾄﾙ 467 川村　俊 川村産婦人科医院 〒569-1031 高槻市松が丘1丁目1番1号 072-687-7557

ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 468 川村　真 川村産婦人科医院 〒569-1031 高槻市松が丘1丁目1番1号 072-687-7557

ｷｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 460 岸本　吉史 岸本歯科医院 〒569-0025 高槻市藤の里町19番6号 072-675-6936

ｷﾀﾞ  ﾏﾓﾙ 4 喜田　衛 喜田医院 〒569-0846 高槻市柱本新町7番11号 072-678-0101

ｷﾀｳﾗ ﾄｼﾔ 577 北浦　俊哉 きたうら整形外科 569‐0064 高槻市庄所町8‐38 072‐674‐011

ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝ 44 北川　眞 北川クリニック 〒569-1114 高槻市別所新町3番19号 072-686-2020

ｸﾘﾔﾏ　ﾀｶﾉﾌ 215 栗山　隆信 楠薫堂医院 〒618-0015 三島郡島本町青葉2丁目16番14号 075-961-0369

ｸﾛｶﾞﾈ ｹｲｼ 433 銕　啓司 くろがね内科循環器科 〒569-0071 高槻市城北町1丁目14番17号　興喜第一ﾋﾞﾙ3F 072-662-8008
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ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｼ 416 黒川　浩史 黒川医院 〒569-1022 高槻市日吉台一番町16-1 072-687-0373

ｺﾞｳﾀﾞ ｺｳｼ 436 合田　公志 医療法人合仁堂 ごうだ内科 〒569-1144 高槻市大畑町8番1号 072-693-0016

ｺｶﾞ　ｱｷﾗ 277 古賀　旭 古賀眼科 〒569-1117 高槻市天神町1丁目8番18号 072-681-2190

ｺﾞﾄｳ ｻｶｴ 489 後藤　栄 後藤レディースクリニック 〒569-1116 高槻市白梅町4-13　ジオ高槻ﾐｭｰｽﾞＥＸ５ 072-683-8510

ｺﾆｼ ｶｽﾞﾀｶ 287 小西　和孝 阿武山こどもクリニック 〒569-1041 高槻市奈佐原2丁目3番22号 072-690-3225

ｺﾆｼ ｹﾝｼﾞ 449 小西　研史 小西けんじ皮フ科クリニック 〒569-0814 高槻市富田町5丁目24番15号 072-690-1211

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｿﾞ 107 小林　春三 小林診療所 〒569-0815 高槻市昭和台町2丁目28番17号 072-696‐0307

ｺﾝﾄﾞｳ　ﾓﾄﾕ 312 近藤　基之 近藤診療所 〒569-1042 高槻市南平台2丁目14-2 072-694-4060

ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 519 齊藤　純 さいとう内科クリニック 〒569-0055 高槻市西冠1丁目12番8号　　 072-676-7666

ｻｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛ 430 齋藤　総一郎 さいとう眼科 〒569-0814 高槻市富田町1丁目13番26号　ﾎﾜｲﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1Ｆ 072-694-8144

ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ 637 堺　正 堺医院 569-0803 大阪府高槻市高槻町14-7 072-685-0457

ｻｶﾀﾆ ﾉﾘｱｷ 134 坂谷　則彰 坂谷クリニック 〒569-0822 高槻市津之江町1丁目44番3号 072-670-0155

ｻｶﾅｶ　ﾏｻﾙ 330 坂中　勝 坂中内科クリニック 〒569-1041 高槻市奈佐原2丁目11番21号 072-690-0296

ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 174 坂本　好治 坂本医院 〒569-0804 高槻市紺屋町6番19号　片岡ビル2F 072-682-3889

ｻｸﾏ ｲｻｵ 422 佐久間　勲 さくま歯科クリニック 〒569-0814 高槻市富田町5丁目24番15号 072-697-6487

ｻｻｷ ﾄﾓﾔｽ 655 佐々木　智康 ささき医院 569-1137 大阪府高槻市岡本町65-6 072-692-9106

ｻﾜﾀﾞｹﾝｲﾁ 8 澤田　賢市 澤田医院 〒569-0071 高槻市城北町2丁目14番14号 072-675-1020

ｼﾏｽﾞ ﾔｽｵ 300 島津　保生 宮田診療所 〒569-1142 高槻市宮田町2丁目5番28号 072-696-0139

ｼﾐｽﾞ　ｱﾂｼ 289 清水　篤 清水クリニック 〒569-0802 高槻市北園町3番25号 072-683-5550

ｼﾓｴ ﾌﾐｺ 390 下江　文子 しもえ皮フ科クリニック 〒569-1041 高槻市奈佐原2丁目11番21号　あぶやまｽｸｴｱ2Ｆ 072-697-3961

ｼﾓﾀﾆ ﾏﾘｺ 373 下谷　麻里子 下谷内科 〒569-0824 高槻市川添2丁目23番7号 072-695-1266

ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 550 下村　裕章 しもむら内科クリニック ５６９－０ 大阪府高槻市藤の里町９－５ 0726683152

ｼｮｳﾉ ｱｷ 348 荘野　明希 中島荘野クリニック 〒569-0083 高槻市永楽町3番11号 072-673-7717

ｼｮｳﾉ ﾀﾀﾞﾔｽ 16 荘野　忠泰 荘野医院 〒569-1136 高槻市郡家新町11番21号 072-685-0953
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ｼｮｳﾉ　ﾐｴｺ 248 荘野　美詠子 荘野医院 〒569-1136 高槻市郡家新町11番21号 072-685-0953

ｼﾗｲｼ ﾀﾂﾔ 546 白石　龍哉 白石整形外科 569-0025 高槻市藤の里町18-26 072-662-6006

ｼﾗｶﾐ ﾃﾂﾔ 382 白神　哲也 しらかみ歯科医院 〒569-0854 高槻市西町22番3号 072-695-5072

ｽｴﾖｼ ｺｳｿﾞｳ 349 末吉　公三 末吉クリニック 〒569-0811 高槻市東五百住町3丁目7番20号 072-696-0048

ｽｷﾞ  ｶｽﾞﾉﾘ 620 杉　和憲 すぎ胃腸内科クリニック 569-0802 高槻市北園町16-16　イダイビル2階 072-684-1192

ｽｷﾞｳﾗ ﾉｿﾞﾑ 624 杉浦　希 高槻南仁寿会診療所 569-0825 大阪府高槻市栄町2-19-10サカエビル1F・2F 072-692-4700

ｽｷﾞﾓﾄ　ｹｲｼ 272 杉本　啓司 すぎもと整形外科・麻酔科 〒569-0056 高槻市城南町2丁目46番26号 072-672-5661

ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 499 鈴木　俊明 かねはらクリニック 〒569-0071 高槻市城北町2丁目1番8号 072-672-6011

ｽﾅﾉ ｱｷﾋﾛ 406 砂野　彰宏 砂野歯科医院 〒569-0824 高槻市川添2丁目1番15号 072-692-9009

ｽﾐﾂｼﾞ ｲﾀﾙ 473 角辻　格 角辻医院 〒569-1142 高槻市宮田町2丁目16番14号 072-696-1809

ｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 501 瀬川　直樹 上牧かねはらクリニック 〒569-0007 高槻市神内2丁目8番27号 072-684-8008

ﾀﾞｲｵ ﾐﾂﾀｹ 672 大尾　充剛 みつたけこころのクリニック 〒569-1115 高槻市古曽部町1-4-1　高槻ビル3階　301 072-681-1156

ﾀﾞｲﾄｳ ｱﾂｺ 641 大東　淳子 だいとう皮フ科クリニック 569-0055 大阪府高槻市西冠3丁目29-7　関西スーパー西冠店1階 072-671-7300

ﾀｶｼﾏ　ﾃﾂﾔ 340 高島　哲哉 高島クリニック 〒618-0001 三島郡島本町山崎2丁目1番8号 075-963-0555

ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 581 髙田　潤 たかだクリニック 569-1145 高槻市富田丘町2-2　 ステーシア高槻１F 072-648-3977

ﾀｶﾊｼ　ﾄｸ 250 高橋　徳 高橋医院 〒569-0025 高槻市藤の里町24番29号 072-661-3831

ﾀｶﾏﾂ　ｼﾞｭﾝ 342 高松　順太 高松内科クリニック 〒569-0804 高槻市紺屋町7番27号101 072-691-0121

ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 361 竹内　望 摂津診療所 〒569-0814 高槻市富田町3丁目1番14号 072-696-0505

ﾀｹﾀﾞ ｺﾚｱｷ 554 武田　維明 武田消化器内科 569-0035 高槻市春日町16-16 072-674-8188

ﾀｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 115 田崎　龍之介 田崎医院 〒569-1133 高槻市川西町1丁目31番12号 072-681-0689

ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 644 田中　覚 駅前さとるブレストクリニック 569-0802 高槻市北園町14-13森本ビル2階3階 072-683-3100

ﾀﾅｶ ﾓﾄﾊﾙ 628 田中　基晴 （医）晴聖会　天神田中内科クリニ 569-1123 大阪府高槻市芥川町1-15-23　ヨシタケビル2D 072-690-7833

ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾄ 524 田中　芳人 田中歯科クリニック 〒569-0804 高槻市紺屋町1番1号　ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞたかつき1号館4階 072-681-0037

ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 497 田辺　敏明 おかだクリニック 〒569-0032 高槻市東和町56番2号 072-676-1145
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ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 660 谷川　淳 内科・循環器内科　たにがわクリニ 569-1044 高槻市上土室4-5-16　1階 072-694-7777

ﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 418 田村　雅一 たむらクリニック 〒569-0818 高槻市桜ヶ丘南町23番5号 072-692-5391

ﾁﾊﾞ ﾔｽｼ 367 千葉　恭士 ちばクリニック 〒569-0081 高槻市宮野町21番17号 072-675-6013

ﾁｮﾝ ﾖﾝｼ 440 鄭　栄植 鄭クリニック 〒569-0852 高槻市北柳川町15番22号 072-695-8015

ﾂｸﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ 13 津久田　康成 津久田医院 〒569-0825 高槻市栄町3丁目7番18号 072-692-2266

ﾂｸﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ 125 津久田　康成 酉島診療所 〒569-1142 高槻市宮田町1丁目1番8号 072-695-0551

ﾂｼﾞ ﾋﾛｱｷ 520 辻　宏明 つじ・クリニック 〒569-0036 高槻市辻子2丁目23番1号 072-675-3237

ﾂｼﾞ　ﾕｳｲﾁﾛ 515 辻　雄一郎 富田つじ耳鼻咽喉科 〒569-1144 高槻市大畑町1番3号　ﾏﾂﾀﾞﾋﾞﾙ2階 072-696-3633

ﾂﾓﾄ　ﾏﾅﾌﾞ 242 津本　学 木村診療所 〒569-1124 高槻市南芥川町8番30号 072-685-7788

ﾄﾞｲ　ﾑﾈｶｽﾞ 334 土居　宗算 土居整形外科 〒569-0803 高槻市高槻町15番8号　ﾀﾞｲｴﾂﾋﾞﾙ3F 072-681-5555

ﾄﾐﾀ ｾｲｼﾞ 643 富田　誠司 とみた整形外科クリニック 569-1116 大阪府高槻市白梅町4-13高槻ミューズコート3階 072-691-1150

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｵ 399 冨永　正夫 冨永クリニック 〒569-1042 高槻市南平台3丁目29番8号 072-690-3355

ﾄﾘｲ  ﾖｼﾀﾛｳ 582 鳥居　芳太郎 とりい内科クリニック 569-1034 高槻市大蔵司2丁目53番1号 072-669-8378

ﾅｶｶﾞﾜﾖｼｱｷ 6 中川　義明 福井医院 〒569-1144 高槻市大畑町3番1号 072-696-2945

ﾅｶｺｳｼﾞ  ﾀｶ 461 中小路　隆裕 なかこうじ内科・循環器内科 〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1丁目23番4号　島本健康ﾓｰ
ﾙ2階

075-963-2277

ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀﾂﾋ 346 中島　立博 中島荘野クリニック 〒569－008 高槻市永楽町3番11号 072-662-7557

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 101 中嶋　洋 なかじま整形外科 〒569-0814 高槻市富田町3丁目1番10号 072-690-3230

ﾅｶﾞﾀ ｱｷﾖｼ 474 永田　明義 永田医院 〒569-0097 高槻市高垣町18番5号 072-682-3040

ﾅｶﾀ　ﾄﾓﾉﾌﾞ 341 中田　知伸 中田眼科 〒569-0825 高槻市栄町4丁目15番6号 072-690-6262

ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｺ 351 中谷　祐子 中谷医院 〒569-0046 高槻市登町16番5号 072-671-2016

ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ 370 中西　一吉 なかにし産婦人科クリニック 〒569-0823 高槻市芝生町3丁目21番10号 072-679-1010

ﾅｶﾑﾗ   ｱｷﾌ 556 中村　昭文 中村整形外科 569-1034 高槻市大蔵司2‐53‐8 072‐687‐679

ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 571 中村　信之 （医）整形外科なかむらクリニック 569-1121 高槻市郡家本町40-12 072-685-8637

ﾅｶﾔﾏ  ｱｷｺ 615 中山　明子 中山クリニック 569－1121 高槻市真上町2丁目6－11 072-648-3211
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ﾅﾗﾊﾗ ｹｲｼﾞﾛ 483 楢原　敬二郎 楢原産婦人科 〒569-0053 高槻市春日町1番27号 072-672-5000

ﾅﾘｷﾖ ﾐﾁﾋﾛ 479 成清　道博 なりきよ医院 〒569-0814 高槻市富田町1丁目11番8号 072-696-9221

ﾅﾝﾊﾞ　ｹﾝ 232 難波　健 ナンバ眼科医院 〒618-0013 三島郡島本町江川2丁目13番2号101 075-962-1121

ﾅﾝﾊﾞ　ｼｹﾞﾉ 311 難波　繁伸 難波クリニック 〒569-0814 高槻市富田町1丁目31番10号 072-695-3925

ﾆｼ ﾘﾂ 177 西　律 西医院 〒569-0803 高槻市高槻町7番22号 072-685-0175

ﾆｼｶﾞｷ ﾏｻﾄ 389 西垣　昌人 にしがき眼科 〒569-1123 高槻市芥川町2丁目14番21号 072-681-5150

ﾆｼｶﾜ ﾖｼｴ 109 西川　佳枝 パナソニックライティングデバイス 〒569-1143 高槻市幸町1番1号 072-682-7602

ﾆｼｻﾞｷ ｶｽﾞｼ 379 西﨑　一志 西﨑クリニック 〒569-0827 高槻市如是町21番12号 072-696-2291

ﾆｼﾉ　ﾋﾛｼ 264 西野　弘志 西野医院 〒569-0853 高槻市柳川町2丁目14番21号 072-696-1212

ﾆｼﾓﾄ ﾀｶｼ 91 西本　孝 西本医院 〒618-0011 三島郡島本町広瀬3丁目6番1号 075-961-0107

ﾇﾉﾀﾆ     ｹ 654 布谷　健太郎 ぬのたに眼科 569-1141 大阪府高槻市氷室町1-25-13　ファミール5号館106号 072-690-6626

ﾉﾀﾞ　ﾄﾓｶｽﾞ 224 野田　友一 野田皮フ科クリニック 〒569-1116 高槻市白梅町4番13号　ジオ高槻ミューズEX4F 072-682-2324

ﾊｯﾄﾘ ｻﾄｼ 560 服部　智 服部整形外科 569-1029 高槻市安岡寺町2丁目13番5号 072-687-2800

ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｵ 100 服部　登志夫 はっとり内科・皮フ科 〒569-0064 高槻市庄所町2番10号　ﾗ・ｶ-ｻ高槻Ａ棟1Ｆ 072-661-5007

ﾊﾅﾀﾞ ﾋｻｼ 88 花田　尚志 花田内科 〒569-0088 高槻市天王町29番2号 072-672-7211

ﾊﾔｼ ﾏｲｺ 580 林　麻衣子 はやし眼科クリニック 569-0825 高槻市栄町1-1-32 072-695-1119

ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ﾉﾌ 252 東山　信彦 東山産婦人科 〒569-0036 高槻市辻子3丁目10番3号 072-672-5335

ﾋｺｻｶ　ﾋﾛｼ 273 彦坂　寛 彦坂医院 〒569-1029 高槻市安岡寺町2丁目18番4号 072-689-0676

ﾋﾄﾐ ｶﾂｼ 629 人見　克司 ひとみクリニック 569-0844 高槻市柱本5丁目30-1 072-678-7331

ﾋﾄﾐ ｽﾐｴ 630 人見　宣江 ひとみクリニック 569-0844 高槻市柱本5-30-1 072-678-7331

ﾋﾄﾗ ﾄｼｷ 638 人羅　俊貴 ひとら内科クリニック 569-0055 大阪府高槻市西冠3-29-7　関西スーパー西冠1階 072-671-1700

ﾋﾗｲ ｹｲ 398 平井　景 三康診療所 〒569-1136 高槻市郡家新町40番1号 072-686-0880

ﾋﾗﾉ  ｹﾝｼﾞ 304 平野　建二 新阿武山クリニック 〒569-1117 高槻市天神町1丁目10番1号　たかつき天神ﾋﾞﾙ2階 072-682-8801

ﾋﾗﾉ　ﾄｼﾕｷ 236 平野　敏行 平野眼科 〒569-0802 高槻市北園町18番1号　ｺ-ｹﾝﾋﾞﾙ3F 072-683-1103
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ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝ 625 福井　潤 高槻福井整形外科・内科クリニック 569-1144 高槻市大畑町13-1イオンフードスタイル摂津富田店２
階

072-668-4976

ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 384 福田　拓也 福田歯科クリニック 〒569-0072 高槻市京口町10番1号 072-662-8241

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 148 福田　治彦 福田クリニック 〒569-0076 高槻市出丸町2番17号 072-671-7442

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾔｺ 149 福田　美弥子 福田クリニック 〒569-0076 高槻市出丸町2番17号 072-671-7442

ﾌｸﾅｶﾞ 547 福永　崇樹 ふくなが眼科 569-1144 高槻市大畑町8-7　ｸﾞﾗﾝｳｴｽﾄ2階 072-695-2121

ﾌｸﾓﾘ ﾀﾂﾛｳ 563 福森　達郎 福森医院 569－0043 高槻市竹の内町10‐9 072‐672‐275

ﾌｼﾞｲ　ﾄｼﾀｹ 268 藤井　利武 藤井内科医院 〒569-0002 高槻市東上牧2丁目13番5号 072-660-2575

ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾃﾞｵ 212 藤田　日出雄 フジタ医院 〒569-0815 高槻市昭和台町2丁目27番1号 072-696-0006

ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ 666 藤林　稔和 医療法人至誠会 藤林クリニック 569-1123 高槻市芥川町3-12-33 072-686-3380

ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾉﾌﾞ 60 藤村　宣夫 藤村診療所 〒569-0053 高槻市春日町2番37号 072-672-1331

ﾌｼﾞﾑﾗ　ｹｲｽ 223 藤村　圭祐 藤村医院 〒569-0053 高槻市春日町5番10号 072-674-2518

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｶﾘ 472 藤村　紫 藤村診療所 〒569-0053 高槻市春日町2番37号 072-672-1331

ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾘｮｳ 280 藤本　良介 藤本クリニック 〒569-0803 高槻市高槻町5番20号 072-685-0351

ﾌｼﾞﾖｼ　ｹﾝｼ 231 藤吉　健司 ふじよし医院 〒618-0011 三島郡島本町広瀬4丁目12番3号 075-962-2582

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｽ 621 藤原　俊介 ふじわら診療所 569-0825 高槻市栄町1丁目10番12号 072-692-6577

ﾏﾂｲ ｱｷﾋｺ 139 松井　昭彦 松井診療所 〒569-1141 高槻市氷室町1丁目30番1号 072-695-7711

ﾏﾂｵ ｹﾞﾝｲﾁﾛ 106 松尾　源一郎 松尾医院 〒569-1144 高槻市大畑町11番18号 072-696-3677

ﾏﾂｵ ｼｭﾝｽｹ 360 松尾　俊介 松尾医院 〒569-1144 高槻市大畑町11番18号 072-696-3677

ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ 203 松下　弘二 まつしたクリニック 〒569-0065 高槻市城西町5番17号　 第8富士ビル103 072-661-0415

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 645 松本　浩明 松本ほがらかクリニック 569-1022 高槻市日吉台七番町17-12 072-687-6525

ﾏﾉ ﾄｼﾕｷ 495 真野　利之 まの・すぎのここどもクリニック 〒569-1141 高槻市氷室町１丁目25番1号 072-669-7033

ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｳｺ 85 丸山　優子 川添丸山眼科 〒569-0824 高槻市川添2丁目9番10号　藤川ﾋﾞﾙ1階 072-693-0193

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｲﾁ 451 丸山　耕一 川添丸山眼科 〒569-0824 高槻市川添2丁目9番10号　藤川ﾋﾞﾙ1階 072-693-0193

ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾛｳ 90 丸山　俊郎 丸山眼科医院 〒569-0812 高槻市登美の里町2番8号 072-696-2149
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ﾐｷ ﾏｻﾕｷ 71 三木　正之 三木医院 〒569-1044 高槻市上土室3丁目12番1号 072-696-0067

ﾐﾀﾑﾗ　ﾕｳｼﾞ 245 三田村　有ニ 三田村整形外科 〒569-0824 高槻市川添2-27-3 072-692-8055

ﾐﾔｳﾁ ｱｷﾐﾂ 469 宮内　章光 宮内内科クリニック 〒569-1123 高槻市芥川町1丁目1番1号　JR高槻駅NKﾋﾞﾙ2階 072-686-3330

ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝｲﾁ 98 宮城　健一 筒井・宮城医院 〒569-0074 高槻市本町3番18号 072-675-5079

ﾑﾈﾐﾂ ﾄｼﾋﾛ 646 宗光　俊博 むねみつホームメディカルクリニッ 569-0077 大阪府高槻市野見町5-45　Diamante2020　3F 072-661-2100

ﾑﾈﾐﾂ　ﾋﾛﾌﾐ 259 宗光　博文 宗光診療所 〒569-1024 高槻市寺谷町38番15号 072-687-6700

ﾓﾘ ﾀｸﾐ 507 森　拓美 もり整形外科リウマチ科クリニック 〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1丁目23番4号 075-962-0750

ﾓﾘ ﾄｼｽﾞﾐ 498 森　敏純 森内科 〒569-0056 高槻市城南町2丁目31番26号 072-676-5050

ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｷﾋﾄ 421 森口　暁仁 森口胃腸科内科クリニック 〒569-0035 高槻市深沢町1丁目27番3号 072-672-1359

ﾓﾘﾀ　ｲｻﾑ 516 森田　勇 もりた内科・胃腸内科 〒569-0824 高槻市川添2丁目15番8号 072-669-7676

ﾓﾘﾀ　ｴｲｼﾞﾛ 462 森田　英次郎 森田内科・胃腸内科 〒569-0056 高槻市城南町2丁目3番1号 072-670-1010

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｼ 84 保田　浩 やすだクリニック 〒569-0007 高槻市神内2丁目25番3号 072-684-8400

ﾔﾉ ﾖｼﾕｷ 425 矢野　善之 矢野歯科医院 〒569-1144 高槻市大畑町1番10号 072-694-0202

ﾔﾏｶﾞ ﾀﾓﾂ 374 山賀　保 山賀歯科クリニック 〒569-1146 高槻市赤大路町18番22号 072-692-8483

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 413 山口　研一郎 やまぐちクリニック 〒569-1145 高槻市富田丘町2番2号　ｽﾃｰｼｱ高槻1階 072-690-5265

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾐﾂｵ 234 山口　三男 山口診療所 〒618-0014 三島郡島本町水無瀬1丁目14番12号 075-962-5502

ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾁｶ 513 山根　一眞 高槻ファミリー歯科 〒569-0034 高槻市大塚町1丁目9番3号　ｶｲﾝｽﾞﾓｰﾙ高槻1階 072-662-0418

ﾔﾏﾉ  ﾀｹｼ 565 山野　剛 やまの内科・胃腸内科クリニック 569-0064 高槻市庄所町3番20号 072-668-7033

ﾕｱｻ　ﾌﾐｵ 278 湯浅　文雄 湯浅医院 〒569-0804 高槻市紺屋町12番25号 072-668-6366

ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 140 横井　英之 横井整形外科 〒569-0004 高槻市上牧南駅前5番8号 072-669-4913

ﾖｺﾔﾏ ﾋｻｼ 196 横山　永 横山医院 〒569-0071 高槻市城北町1丁目4番33号 072-675-0009

ﾖｼｶﾜ ﾀｹｼ 137 吉川　剛司 よしかわ皮フ科 〒569-0824 高槻市川添2丁目3番2号 072-694-2636

ﾖｼﾀﾞ　ﾏｻｵ 205 吉田　政雄 吉田耳鼻咽喉科医院 〒569-1117 高槻市天神町1-9-20　JYﾋﾞﾙ2F 072-685-3387

ﾘｮｳ ﾄｼｵ 412 梁　壽男 りょうクリニック 〒569-0824 高槻市川添2丁目2番21号 072-696-3010
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ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｱｷﾉ 619 渡辺　昭典 渡辺内科クリニック 569-1141 高槻市氷室町4-2-10 072-695-8800

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾖ 126 渡邊　尚代 中村耳鼻咽喉科 〒569-0814 高槻市富田町5丁目24番15号　Radiant　14ｔｈ101号 072-693-0372

市町村 守口市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾋｶﾞｼ ｲｻｵ 561 東　功 アイル在宅医療クリニック 570‐0056 守口市寺内町2‐7‐3　ｻﾝｷｭｰﾙﾋﾞﾙ2階 06‐6998‐111

市町村 所属なし

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾆｼﾊﾗ   ﾀﾏｵ 569 西原　承緒 あいぜん診療所 565-0821 吹田市山田東1-36-1　ライオンズマンション万博公園
105号

06-6816-7503

市町村 吹田市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｲﾉｳｴ　ｱｷﾋﾃ 263 井上　了豪 井上クリニック 〒565-0841 吹田市上山手町21番28号 06-6310-8088

ｳﾗﾍﾞ　ﾀｹｼ 261 占部　健 占部内科クリニック 〒565-0824 吹田市山田西1丁目37番11号 06-6876-9772

ｷﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 452 木村　眞一 きむら訪問クリニック 〒565-0831 吹田市五月が丘東13番18号　第2誠和ﾋﾞﾙ2F（210号） 06-6877-6660

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 506 中村　嘉宏 医療法人ウェルビー　なかむらレデ 〒564-0051 吹田市豊津町13番45号　第3暁ﾋﾞﾙ 06-6378-7333

ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｺ 443 野﨑　元子 のざきクリニック 〒565-0813 吹田市千里丘下21番12号 06-7494-1033

ﾉﾅｶ ｼﾝﾔ 371 野中　親哉 野中内科クリニック 〒565-0862 吹田市津雲台5丁目19番18号　千里つくも医療ﾋﾞﾙ3F 06-4863-4107

ﾔﾏﾑﾗ 665 山村　憲幸 やまむらクリニック 〒564-0082 大阪府吹田市片山町4-1-2 06-6388-1728

市町村 西宮市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｼﾞｮ ﾄｳｼｭﾝ 526 徐　東舜 徐クリニック 〒662-0822 兵庫県西宮市松籟荘10番25号 0798-54-8551

市町村 摂津市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾐ 476 稲垣　一道 いながきクリニック 〒566-0021 摂津市南千里丘5番23号102 06-6310-1343

ｲﾏﾑﾗ ｲｸｵ 432 今村　育男 千里丘協立診療所 〒566-0011 摂津市千里丘東2丁目12番10号 072-622-8638

ｲﾜﾓﾄ ﾋｻｵ 298 岩本　久雄 岩本医院 〒566-0001 摂津市千里丘2丁目12番10号 06-6388-2838
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ｶﾜﾆｼ ﾋﾃﾞｵ 204 川西　秀夫 川西内科循環器科 〒566-0024 摂津市正雀本町1-37-2 06-6382-3708

ｸﾛﾓﾄ　ﾅﾘﾋﾄ 217 黒本　成人 黒本診療所 〒566-0034 摂津市香露園33番14号 072-636-6001

ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 323 近藤　桂一 近藤診療所 〒566-0053 摂津市鳥飼野々1丁目24番1号 072-654-8386

ｼﾗｶﾜﾀｶﾋﾛ 113 白川　貴浩 白川整形外科 〒566-0001 摂津市千里丘1丁目13番23号　千里丘ｻﾆ-ﾊｲﾂ1Ｆ 06-6337-5273

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾙ 102 高山　実 高山クリニック 〒566-0011 摂津市千里丘東1丁目9番3号　池上ビル１階 072-622-7481

ﾊｾ ｲﾁﾛｳ 514 長谷　一郎 はせクリニック 〒566-0034 摂津市香露園8番1号 072-657-7700

ﾌｸﾁ ﾐｻﾖ 542 福地　みさよ みさよ内科クリニック 566-0074 摂津市東一津屋13-9 ﾌｧﾐｰﾕ南摂津1F 06-6379-3345

ﾎｿｶﾜ　ｼﾝﾔ 336 細川　眞哉 細川医院 〒566-0062 摂津市鳥飼上1丁目16番10号 072-654-7127

ﾏﾂｲ ﾔｽﾉﾘ 162 松井　保憲 温優会松井クリニック 〒566-0022 摂津市三島3丁目7番4号 06-6383-7010

ﾑﾗﾀ ﾀｸｼﾞ 487 村田　卓士 むらた小児科 〒566-0021 摂津市南千里丘4番25号 06-6317-3900

ﾔﾏｳﾁ ｴｲｼﾞｭ 28 山内　榮樹 山内医院 〒566-0011 摂津市千里丘東2丁目12番15号 072-623-0627

市町村 大阪市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｲｲﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 488 飯田　紀彦 飯田クリニック 〒532-0023 大阪市淀川区十三東2丁目7番8号　十三東駅前ﾋﾞﾙNo.5
　2階

06-6195-8848

ｲｼﾑﾗ　ﾀｶｵ 315 石村　孝夫 石村内科循環器科 〒530-0041 大阪市北区天神橋4丁目7番13号　ｲﾄｰﾋﾟｱ扇町ﾋﾞﾙ2階 06-6353-1088

ｵｶﾍﾞ　ﾏｺﾄ 331 岡部　眞 岡部内科 〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番30号 06-6691-6592

ｷﾄﾞ　ﾄﾓﾕｷ 281 木戸　友幸 木戸医院 〒533-0001 大阪市東淀川区井高野3丁目3番61号 06-6340-6195

ｸﾛｶﾜ　ｱｷｵ 316 黒川　彰夫 黒川梅田診療所 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-300号　大阪駅前第一ﾋﾞﾙ3F 06-6341-5222

ｺｲﾃﾞ ﾔｽﾐﾁ 528 小出　泰道 小出内科神経科 〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町3番5号 06-6779-2003

ｺｼﾞﾏ ﾐｴｺ 356 小嶌　美恵子 こじま眼科クリニック 〒545-0043 大阪市阿倍野区松崎町4丁目4番22号 06-6621-4508

ﾂﾂﾐ　ｼﾞﾛｳ 313 塘　二郎 ツツミ内科循環器科 〒543-0071 大阪市天王寺区生玉町2番3号　小出ﾋﾞﾙ2階 06-6773-0573

ﾂﾂﾐ ﾖｼｱｷ 512 塘　義明 ツツミ内科循環器科 〒543-0071 大阪市天王寺区生玉町2-3　小出ﾋﾞﾙ2階 06-6773-0573

ﾅｶｵ ﾏｻﾄｼ 299 中尾　正俊 中尾医院 〒533-0022 大阪市東淀川区菅原5丁目7番11号 06-6322-6816

ﾋﾛｻﾞﾈ ﾄｼﾛｳ 419 廣實　俊郎 ひろざね内科・循環器科 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里4丁目5番21号　大光ﾋﾞﾙ1階 06-6323-6081
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ﾌﾙﾊﾞﾔｼ　ｺｳ 314 古林　光一 梅田血管外科クリニック（旧古林内 〒530-0056 大阪市北区曽根崎2－1－12　国道ﾋﾞﾙ５階　兎我野町1
2番10号

06-6311-2856

ﾐﾂｲ　ﾋﾃﾞｱｷ 326 光井　英昭 光井診療所 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里6丁目4番14号 06-6327-3805

ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 653 森本　義晴 HORACｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ｸﾘﾆｯｸ 530-0011 大阪市北区大深町3-1 ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪 ﾀﾜｰB15F 06-6377-8824

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 525 山下　能毅 うめだファティリティークリニック 〒530-0071 大阪市北区豊崎3丁目17番6号 06-6371-0363

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 365 山田　勝彦 ヤマダ医院 〒531-0072 大阪市北区豊崎5丁目6番10号 06-6372-8558

ﾖｺﾀ　ｶｽﾞｵ 295 横田　和男 横田クリニック 〒533-0001 大阪市東淀川区井高野1丁目1番29号 06-6340-4158

市町村 池田市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｱﾏﾉ ﾄｼｵ 395 天野　利男 天野内科循環器科 〒563-0027 池田市上池田1丁目1番25号　ﾘﾊﾞﾃｨﾗｲﾌ池田1階 072-750-2770

ｲｶｲ  ｴﾘｺ 555 井海　江利子 おおたクリニック 563-0041 池田市満寿美町1‐26　ｻﾝ・ﾛｲﾔﾙｵｻﾞｷ 072‐753-4117

ﾔﾏﾀﾞ　ﾖｼﾊﾙ 266 山田　祥晴 やまだクリニック 〒563-0047 池田市室町7番12号 072-752-1001

市町村 奈良県

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾏﾂｵ ﾀｶﾋﾛ 428 松尾　隆広 まつお内科 〒631-0003 奈良市中登美ヶ丘6丁目3番3号　ﾘｺﾗｽ登美ヶ丘3F 0742-52-8551

市町村 尼崎市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾊﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ 397 浜本　順博 浜本クリニック 〒661-0022 尼崎市尾浜町2丁目21番41号 06-6429-1917

市町村 八尾市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｸﾘｵｶ ﾋﾛｱｷ 575 栗岡　宏彰 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 072‐928‐487

市町村 豊中市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ﾅｶﾞﾔ ﾉﾘﾄｼ 458 永谷　憲歳 ながや内科　循環器内科・呼吸器内 〒560-0083 豊中市新千里西町1丁目1番10号　D-ｸﾞﾗﾌｫｰﾄ1F 06-6834-3583

ﾉｲ　ｵｻﾑ 338 野井　理 野井耳鼻咽喉科 〒560-0084 豊中市新千里南町3丁目1番14号　ﾅｶﾆｼﾋﾞﾙ301号 06-6873-4133
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市町村 枚方市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｳｴﾀﾞ ｼﾝ 444 上田　新 上田クリニック 〒573-0022 枚方市宮之阪3丁目6番31号 072-848-1313

ｳﾒﾓﾄ ﾏｻｵ 363 梅本　真三夫 うめもとクリニック 〒573-0117 枚方市杉3丁目15番1号 072-859-7775

ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ 518 岡﨑　英俊 田中泌尿器医院　人工透析センター 〒573-0127 枚方市津田元町4丁目16番1号 072-858-8325

ｵｸﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 414 奥田　信昭 奥田クリニック 〒573-1191 枚方市新町1丁目7番7号 072-843-3535

ｶﾒｵｶ ｹｲｲﾁ 639 亀岡　慶一 亀岡内科 573-1192 大阪府枚方市西禁野2-2-28第一黒川ビル１階 072-848-8866

ﾓﾘｶﾜ　ﾋﾛｼ 333 森川　浩志 森川クリニック 〒573-0058 枚方市伊加賀東町5番3号　ﾗ・ｺｰﾄ･ﾄﾞｰﾙ1F 072-846-1107

市町村 未加入

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｺﾒﾀﾞ ﾏｻｺ 631 米田　雅子 北摂皮膚科クリニック 569-1144 大阪府高槻市大畑町13-1　ｲｵﾝﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾙ2F 072-697-7830

ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ 632 松木　勇人 北摂皮膚科クリニック 569-1144 大阪府高槻市大畑町13-1　ｲｵﾝﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾙ2F 072-697-7830

市町村 箕面市

ﾌﾘｶﾞﾅ 登録医ID登録医氏名 診療所名 郵便番号 診療所住所 診療所ＴＥＬ ホームページ

ｵｵﾋﾅﾀ ﾖｼﾐﾂ 377 大日向　由光 おおひなた耳鼻咽喉科クリニック 〒562-0001 箕面市箕面6丁目5番7号　くもんぴあ箕面3F 072-725-8133

ｽﾐｶﾜ　ﾂｶｻ 322 澄川　司 すみかわ整形外科 〒562-0046 箕面市桜ヶ丘1丁目1番48号 072-720-5539

ﾊｸﾄｳ  ﾀﾂｵ 650 白藤　達雄 白藤診療所 〒562-0001 大阪府箕面市箕面6-4-46　みのおメイトビル101 072-737-8910
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