
①阿武野

地区 法人名 医療機関名 登録医名 標榜科 〒 住所 ＴＥＬ ＵＲＬ いりょうのひろば

1 阿武野地区1班
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸライティングデバイス株式
会社高槻健康管理室

川谷 暁夫 569-1143 大阪府高槻市幸町1-1 072-682-5521

2 阿武野地区1班 福井医院 中川 義明 泌・皮・外 569-1144 大阪府高槻市大畑町3-1 072-696-2945

3 阿武野地区1班 松尾医院 松尾 俊介 内・外・胃・肛・皮 569-1144 大阪府高槻市大畑町11-18 072-696-3677

4 阿武野地区1班
門田一般内科及び心療内科クリ
ニック

門田 俊一 内･心内 569-1145
大阪府高槻市富田丘町3-12
佐竹ビル2F

072-693-1247

5 阿武野地区1班 門田歯科クリニック 門田 秀隆
歯・児歯・口腔外
科

569-1145
大阪府高槻市富田丘町3-12
佐竹ビル2F

072-695-8148

6 阿武野地区1班 医療法人 富田つじ耳鼻咽喉科 辻　雄一郎 耳鼻 569-1144
大阪府高槻市大畑町1番3号マツダ
ビル2F

072-696-3633

7 阿武野地区1班 医療法人光愛会 こうあいクリニック 藤本　心祐 神 569-1144 大阪府高槻市大畑町6番15号2Ｆ 072-697-1700

8 阿武野地区2班 阿武山こどもクリニック
岡本 良三
小西 和孝

児 569-1041 大阪府高槻市奈佐原2-3-22 072-690-3225
http://www.tcn.zaq.ne.jp/akadp408
/

9 阿武野地区2班 社会福祉法人 大阪府衛生会附属診療所 石神 亙 児 569-1041 大阪府高槻市奈佐原955番地 072-696-6651

10 阿武野地区2班 おかもと整形外科 陵本 清剛 整・リウ・リハ 569-1041 大阪府高槻市奈佐原2-11-21 072-695-1212

11 阿武野地区2班 坂中内科クリニック 坂中 勝 循・内 569-1041
大阪府高槻市奈佐原2丁目11番21
号　　　　　　あぶやまスクエア

072-690-0296

12 阿武野地区2班 近藤診療所 近藤 基之
内・外・整・皮・理・
麻

569-1042 大阪府高槻市南平台2-14-2 072-694-4060 2016年1月218号

13 阿武野地区2班 冨永クリニック 冨永 正夫 脳・神・リハ 569-1042
大阪府高槻市南平台3-29-18
フィオーレ南平台1F

072-690-3355
http://www.sam.hi-
ho.ne.jp/msam/clinic.htm

2005年1月152号

14 阿武野地区2班 石河診療所 石河 清彦 麻・整・呼・循・リハ 569-1044 大阪府高槻市上土室5-34-10 072-692-1005

15 阿武野地区2班 医療法人 上島内科医院
上島 嘉美
上田　幸生
安東　里真

内 569-1044 大阪府高槻市上土室5-20-10 072-693-5335

16 阿武野地区2班 耳鼻咽喉科うの医院 宇野 功 耳 569-1044
大阪府高槻市上土室5-21-2
松本ﾋﾞﾙ3Ｆ

072-696-3310

17 阿武野地区2班 医療法人 三木医院 三木 正之 児・内 569-1044 大阪府高槻市上土室3-12-1 072-696-0067

18 阿武野地区2班 高橋眼科クリニック 高橋 里江子 眼 569-1046 大阪府高槻市塚原4丁目9-2 072-692-4934

19 阿武野地区2班 田崎医院 田崎 龍之介 内・児 569-1133 大阪府高槻市川西町1-31-12 072-681-0689 2015年9月216号

20 阿武野地区2班 阿部整形外科内科
阿部 邦美
阿部 奈々美

整・リハ・内 569-1136 大阪府高槻市郡家新町4-31 072-681-0500
阿部整形外科（2005年
9月156号）阿部内科
（2001年9月132号）

21 阿武野地区2班 三康診療所 平井 景 泌 569-1136 大阪府高槻市郡家新町40-1 072-686-0880 http://www.san-ko.net/

22 阿武野地区2班 医療法人 荘野医院
荘野 忠泰
荘野 美詠子

内・児・皮 569-1136 大阪府高槻市郡家新町11-21 072-685-0953 2003年9月144号

23 阿武野地区2班 ささき医院
佐々木 学
佐々木 智康

循・呼・外 569-1137 大阪府高槻市岡本町65-6 072-692-9106 2008年9月174号

24 阿武野地区2班 平井眼科クリニック 平井 裕子 眼 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

25 阿武野地区2班 松井診療所 松井 昭彦 胃・肛.・外 569-1141
大阪府高槻市氷室町1-30-1
ファミール3号館101号

072-695-7711
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26 阿武野地区2班 渡辺内科クリニック 渡辺 昭典 内 569-1141 大阪府高槻市氷室町4丁目2-10 072-695-8800 http://www13.ocn.ne.jp/~wataclin/

27 阿武野地区2班 医療法人　島津会 宮田診療所 島津 保生 内・児・皮 569-1142 大阪府高槻市宮田町2-5-28 072-696-0139 2004年5月148号

28 阿武野地区2班 医療法人　仁寿会 郡家クリニック 明平 圭司 外・内・整・胃・リハ 569-1131 大阪府高槻市郡家本町6-5 072-686-5001

29 阿武野地区2班 角辻医院 角辻 格
内・外・消・神・精・
循

569-1142 大阪府高槻市宮田町2-14-11 072-696-1809 2007年9月168号

30 阿武野地区2班 やまぐちクリニック 山口 研一郎 脳外・神内・リハ 569-1145
大阪府高槻市富田丘町2番2
ステーシア高槻1F

072-690-5265

31 阿武野地区2班 医療法人　合仁堂 ごうだ内科 合田 公志 内 569-1144
大阪府高槻市大畑町8-1　ハヤマ摂
津富田駅前ビル1Ｆ

072-693-0016 2009年5月178号

32 阿武野地区2班 しもえ皮フ科クリニック 下江 文子 皮膚科 569-1041
大阪府高槻市奈佐原2-11-21　あぶ
やまスクウェア2階

072-697-3961 http://www.shimoe.jp

33 阿武野地区2班 まの・すぎのここどもクリニック 真野 利之 小 569-1141 大阪府高槻市氷室町1-25-1 072-669-7033 2013年7月203号

34 阿武野地区2班 おおぎたに内科・胃腸内科 扇谷　大輔 内・消 569-1142 大阪府高槻市宮田町1-29-18 072-668-6705

35 阿武野地区2班 にしかわ皮フ科クリニック 西川　深雪 皮 569-1127 大阪府高槻市西真上1-36-8-2Ｆ 072-686-6161 2018年9月234号

36 阿武野地区2班 南平台かどたクリニック 角田　力 内･消 569-1042 大阪府高槻市南平台4丁目14-32 072-697-2001 2018年5月232号

37 すいたこども医院 吹田　ちほ 小 569-1142 大阪府高槻市宮田町1-28-19　2F 072-692-2800

38 阿武野地区1班 高槻福井整形外科・内科クリニック 福井 潤 整・内 569-1144
大阪府高槻市大畑町13-1イオン
フードスタイル摂津富田店2Ｆ

072-668-4976
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