
④芥川

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 芥川地区 医療法人 いいじまクリニック 飯島 直人 内・消 569-1029 大阪府高槻市安岡寺町5-1-5 072-688-2578

2 芥川地区 医療法人　晴聖会 天神田中内科クリニック 田中 基晴 内・消・代 569-1123
大阪府高槻市芥川町1-15-23ヨシタ
ケビル2D

072-690-7833

3 芥川地区 医療法人　滋夕会 たにぐち耳鼻咽喉科 谷口 一浩 耳 569-1117
大阪府高槻市天神町1-10-1　たか
つき天神ビル1F

072-668-3317

4 芥川地区
特定医療法人　大阪精
神医学研究所

新阿武山クリニック
平野 建二
林 宏一

精・心 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

5 芥川地区1班 医療法人 後藤レディースクリニック 後藤 栄 婦 569-1116
大阪府高槻市白梅町4－13　ジオ高
槻ミューズＥＸ5Ｆ

072-683-8510

6 芥川地区1班 医療法人　太咲会 みずのや眼科 水谷 泰之 眼科 569-1115
大阪府高槻市古曽部町2-13-4MRビ
ル2F

072-690-7555 2009年11月181号

7 芥川地区3班 なかや歯科医院 中矢 健二 歯科 569-1025 大阪府高槻市芝谷町11-7 072-689-0841

8 芥川地区3班 望月歯科医院 望月 彰久 歯科 569-1022 大阪府高槻市日吉台一番町12-13 072-687-1551 http://www/mochizuki-dc/com/

9 芥川地区1班 かわじ歯科 川路 直尚 歯科 569-1115
大阪府高槻市古曽部町2-18-28
222番館1階

072-686-0118 http://www.kawaji-dental-clinic.jp/ 2004年11月151号

10 芥川地区1班 中井歯科医院 中井 清隆 歯科 569-1115 高槻市古曽部町2丁目13-7 072-681-5060

11 芥川地区1班 医療法人 近森歯科西武診療所 近森 信人 歯科 569-1116
高槻市白梅町4番1号
西武百貨店高槻店三階

072-681-7300

12 芥川地区1班 おおくま医院 大隈 正純 内･児･外･消･リハ 569-1117 高槻市天神町2-6-20 072-684-0363

13 芥川地区1班 医療法人 天神山古賀眼科 古賀 旭 眼 569-1117 高槻市天神町1-8-18 072-681-2190

14 芥川地区1班 医療法人　友仁会 野田皮フ科クリニック 野田 友一 皮 569-1116
大阪府高槻市白梅町4-13ジオ高槻
ミューズEX4F

072-682-2324 2016年11月223号

15 芥川地区1班 吉田耳鼻咽喉科医院 吉田 政雄 耳 569-1117
高槻市天神町1-9-20
ＪＹﾋﾞﾙ2Ｆ

072-685-3387 2013年9月204号

16 芥川地区1班 芥川診療所 芥川 知明 麻･整･リハ 569-1121
高槻市真上町1-3-28
エクセルハイツ立川1Ｆ

072-685-0161 2003年5月142号

17 芥川地区1班 王医院
王 龍三
王 寶智

内･児･胃･皮 569-1121 高槻市真上町1-7-7 072-685-3411

18 芥川地区1班 医療法人 尾原内科医院 尾原 幹啓 内・循 569-1123
高槻市芥川町1-2
アクトアモーレA-203

072-685-5123 http://obara-naika.com/

19 芥川地区1班 おんだ歯科医院
恩田 卓哉
恩田 信雄

歯科 569-1123
高槻市芥川町1-2
アクトアモーレウエストタワー2F

072-682-8800

20 芥川地区1班 にしがき眼科 西垣 昌人 眼 569-1123
高槻市芥川町2丁目14-21
サージュビル本館2F

072-681-5150

21 芥川地区1班 医療法人　至誠会 藤林クリニック 藤林 稔和
内・麻・リハ・心内・
神・精

569-1123 高槻市芥川町3丁目12番33号1F 072-686-3380 2003年11月145号

22 芥川地区1班 前島クリニック 前島 精治 形・皮 569-1123
高槻市芥川町2丁目7－26
中埜ビル1F

072-685-9618 http://maeshima-clinic.com/

23 芥川地区1班 増本医院 上津 佳子 内・児・皮・放・リハ 569-1123 高槻市芥川町2-13-29 072-685-0271 2001年5月130号

24 芥川地区1班 医療法人 木村診療所 津本 学 精・心内 569-1124 高槻市南芥川町8-30 072-685-7788

25 芥川地区1班 高島内科クリニック 高島 俊晴 内・消 569-1123
高槻市南芥川町2-14-1　ロハスケ
アーズビル2F

072-686-5522 2008年1月170号
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26 芥川地区1班 山西歯科 永田 紀久子 歯科 569-1123 高槻市芥川町1丁目14-6 072-682-4040

27 芥川地区1班 医療法人 宮内内科クリニック 宮内 章光 内・代謝 569-1123
大阪府高槻市芥川町1-1-1　ＪＲ高
槻駅ＮＫビル2階

072-686-3330

28 芥川地区1班 医療法人 整形外科なかむらクリニック 中村　信之 整 569-1121 大阪府高槻市真上町2-1-31 072-685-8637 2014年7月209号

29 芥川地区1班 田辺レディースクリニック 田辺　晃子 産・婦 569-1116 大阪府高槻市白梅町4-13　4Ｆ 072-668-4651 2015年7月215号

30 芥川地区1班
まつい血管内科・静脈瘤クリ
ニック

松井　広登 血管内科 569-1123
大阪府高槻市芥川町1-11-2　Ｏ
ＳＡＫＡＹＡビル3Ｆ

072-686-6000

31 芥川地区１班 白石クリニック
白石 将史
白石 奈々子

整・内・消･ﾘｳ・ﾘ
ﾊ

569-1123
大阪府高槻市芥川町1丁目13番
14号

072-669-7701 2018年1月230号

32 芥川地区1班 いさか脳神経クリニック 井阪　俊彦 脳・神内 569-1123
大阪府高槻市芥川町１丁目10-3
荘田ビル2階

072-683-8213

33 芥川地区1班 SGデンタルクリニック高槻
菅　雄祐
菅　智子

歯・児歯・口腔外
科

569-1123
大阪府高槻市芥川町1-15-15　ＵＩビ
ル1階

072-668-1280

34 芥川地区2班 きとうクリニック 鬼頭 義次 循・内 569-1029 高槻市安岡寺町1-15-3 072-698-1818 2003年1月140号

35 芥川地区2班 医療法人　啓友会 啓友クリニック 西山 悦子 精・神・リハ 569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1-36-8 072-689-3251

36 芥川地区2班 医療法人　啓友会 なかじま診療所 中嶋 啓子 内・児 569-1029 高槻市安岡寺町2-3-1 072-687-7561 2008年7月173号

37 芥川地区2班 医療法人 服部整形外科
服部 良治
服部 智

整・リハ 569-1029 高槻市安岡寺町2-13-5 072-687-2800 2010年7月185号

38 芥川地区2班 医療法人 彦坂医院
彦坂 誠
彦坂 寛
彦坂 祐子

内・児・循・眼 569-1029 高槻市安岡寺町2-18-3 072-689-0676 2005年5月154号

39 芥川地区2班 医療法人 川村産婦人科医院
川村 俊
川村　真

産婦 569-1031 高槻市松が丘1-1-1 072-687-7557
http://www.kawamura-
sanfujinka.or.jp/

2009年7月179号

40 芥川地区2班 山崎医院 山崎 巌 児・内 569-1031 高槻市松ヶ丘1-3-10 072-687-7200

41 芥川地区2班 医療法人　正治会 大橋内科
大橋 一
大橋 理英

内・消 569-1032 高槻市宮之川原1丁目5番26号 072-687-7881 2007年1月164号
Ｈ22.1より名
称変更（旧：
大橋内科消

42 芥川地区2班 寺井医院 寺井 博子 内・皮・児 569-1033 高槻市宮之川原元町34-1 072-687-0722

43 芥川地区2班 中村整形外科 中村 昭文 整・外・リハ・放 569-1034 高槻市大蔵司2-53-8 072-687-6796 2010年5月184号

44 芥川地区2班 医療法人 けやきクリニック
木下 良太
川口 英人

内 569-1036 大阪府高槻市南平台3丁目28-14 072-668-5561 http://www.keyaki.jp/default.htm

45 芥川地区2班 ナカムラこどもクリニック 中村 知子 児 569-1036 高槻市塚脇1-10-3 072-687-3591

46 芥川地区2班 とりい内科クリニック 鳥居　芳太郎 内 569-1034
大阪府高槻市大蔵司2丁目53番
1号

072-669-8378 2018年11月235号

47 芥川地区3班 医療法人 川部医院
川部 由巳
川部 伸一郎

内・児・リハ・皮 569-1021 高槻市弥生が丘町27-26 072-687-6063 http://www.kwb.or.jp/

48 芥川地区3班 あまの小児科 天野 忠温 児 569-1022 高槻市日吉台5番町6-10 072-689-5288 2009年3月177号

49 芥川地区3班 医療法人　愛基会 黒川医院 黒川 浩史 内・児・外 569-1022 大阪府高槻市日吉台1-17-3 072-687-0373 http://ku-ro.com/ 2002年11月139号

50 芥川地区3班 宮本診療所 川端 智津子 内・児 569-1022 高槻市日吉台2-7-17 072-688-1374
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51 芥川地区3班 医療法人 山口医院
山口 誠
松本 浩明

内・児 569-1022 高槻市日吉台7番町17-12 072-687-6525 http://www.yamaguchi-iin.or.jp/ 2009年9月180号

52 芥川地区3班 駒井耳鼻咽喉科医院 駒井 健一郎 耳 569-1024 高槻市寺谷町18-14 072-689-3359

53 芥川地区3班 宗光診療所 宗光 博文 脳外・神内 569-1024 高槻市寺谷町38-15 072-687-6700 http://www.m-cl.net/

54 芥川地区3班 おかざき眼科 岡崎 紀 眼 569-1025 高槻市芝谷町35番19号 072-689-1444

55 芥川地区3班 医療法人 北川クリニック 北川 眞 児・内 569-1114 高槻市別所新町3-19 072-686-2020

56 芥川地区3班 医療法人　初音会 さとうクリニック 佐藤 洋 循・外 569-1114 高槻市別所新町2-15 072-691-1314
http://www.tcn.zaq.ne.jp/sato-
clinic/index.html

2002年7月137号

57 芥川地区3班 門前医院 門前 秀 児・内 569-1114 高槻市別所新町2-20 072-681-7360

58 芥川地区3班 市岡医院
市岡 五道
市岡　従道

外･内･胃･循 569-1115 高槻市古曽部町2‐24‐28 072-682-0863

59 芥川地区3班 医療法人　健珠会 田泌尿器科クリニック 田 珠相 泌 569-1115
高槻市古曽部町1-1-17
セントコージア古曽部1F

072-682-9802 2001年3月129号

60 芥川地区3班 村上ペインクリニック・外科
村上 晴也
村上 喜久美

外・整・麻 569-1121 高槻市真上町6-30-2 072-688-0011 http://jumper.jp/mgpc 2005年3月153号

61 芥川地区3班 吉田医院 吉田 亮三 児・内 569-1121 高槻市真上町6-16-22 072-687-6380

62 芥川地区3班 かきはらみずほクリニック 柿原　瑞穂 内 569-1116 高槻市白梅町5-20-306 072-648-3456 2017年7月227号

63 芥川地区1班 中山クリニック 中山　明子 内・循 569-1121
高槻市真上町2丁目6-11 まかみクリ
ニックモール 1F

072-648-3211
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