
⑤高槻

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 高槻地区 医療法人　仁寿会 高槻駅前クリニック 森 毅 内・乳外・外 569-0802 高槻市北園町14-13 072-683-3100

2 高槻地区 医療法人　明樹会 すぎ胃腸内科クリニック 杉 和憲 内・胃腸 569-0802 高槻市北園町16-16イダイビル2Ｆ 072-684-1192 2012年9月198号

3 高槻地区1班 医療法人　真由会 かねはらクリニック 金原 裕則 泌 569-0071 高槻市城北町2-1-8 072-672-6011

4 高槻地区1班 くろがね内科循環器科 銕 啓司 内・循 569-0071
高槻市城北町1-14-17
興喜第一ビル3F

072-662-8008 2005年11月157号

5 高槻地区1班 医療法人 澤田医院 澤田 賢市 循･内 569-0071 高槻市城北町2‐14‐14 072-675-1020

6 高槻地区1班 医療法人 きしもと歯科医院 岸本　博人
歯科・小児歯科・
口腔外科

569-0803
高槻市高槻町4-5
トキワビル3F

072-681-1411 http://www.dentalesthe.com/ 2002年3月135号

7 高槻地区1班 松田外科 松田 浩 外・整 569-0803
高槻市高槻町4-5
トキワビル1･2F

072-683-5413

8 高槻地区1班 医療法人　瀬水会 大石眼科医院 大石 賢嗣 眼・内 569-0804 高槻市紺屋町9-9 072-686-5588

9 高槻地区1班 大関医院 井上 隆夫 循・呼・外・放 569-0804
高槻市紺屋町8-33
プラトビル2Ｆ

072-683-2630

10 高槻地区1班 もり耳鼻咽喉科クリニック 森 京子 耳 569-0071
大阪府高槻市城北町2-3-3フジビル
2階

072-672-1200 2019年1月236号

11 高槻地区1班 湯浅医院 湯浅 文雄 内・児・呼・循 569-0804 高槻市紺屋町12-25 072-685-6771 2013年3月201号

12 高槻地区1班 岩﨑医院 岩﨑 正宏 内 569-0805
高槻市上田辺町1-30
大阪住宅ビル4F

072-682-2075

13 高槻地区1班 医療法人　悠仁会 稲田クリニック 稲田 泰之 心療内科・神経科 569-0071 高槻市城北町2-6-5　福本ビル4F 072-662-6633

14 高槻地区1班 医療法人社団 渡部眼科高槻クリニック 三浦　智子 眼 569-0804
大阪府高槻市紺屋町1-1グリーンプ
ラザたかつき1号館5Ｆ

072-686-5535

15 高槻地区1班 法橋心療内科 法橋　明 心内 569-0071
大阪府高槻市城北町2丁目14-28-
303

072-674-1114

16 高槻地区2班 宮田クリニック 宮田 賢 脳外・リハ 569-0804 高槻市紺屋町9-18さつきビル2F 072-686-0055 2010年1月182号

17 高槻地区2班 横山医院 横山 永 内・循・児 569-0071 高槻市城北町1-4-33 072-675-0009

18 高槻地区2班 おがさ眼科医院 小笠 賢一 眼 569-0071
高槻市城北町2-4-1
ファイブプラザ3F

072-661-4141

19 高槻地区2班 医療法人 大桑皮膚科 大桑 隆 皮 569-0802 高槻市北園町14-20 072-682-1154

20 高槻地区2班 医療法人　仁友会 清水クリニック 伊藤 奏 泌・内 569-0802 高槻市北園町3-25 072-683-5550

21 高槻地区2班 医療法人 平野眼科 平野 敏行 眼 569-0802
高槻市北園町18-1
ｺｰｹﾝﾋﾞﾙ3F

072-683-1103

22 高槻地区2班 医療法人 あきおか形成外科 秋岡 二郎 形 569-0803
高槻市高槻町4-5
ﾄｷﾜﾋﾞﾙ4F

072-686-3230

23 高槻地区2班 医療法人 今津診療所 今津 好秀 神内･精 569-0803
高槻市高槻町10番22号
第二尾崎ビル2F

072-683-0039

24 高槻地区2班 堺医院 堺 正 内・児・泌 569-0803 高槻市高槻町14-7 072-685-0457 2002年1月134号

25 高槻地区2班 医療法人　優優会 高槻やまもとクリニック 山本 和弘 耳 569-0804 高槻市紺屋町9-18さつきビル1F 072-684-8733 2008年3月171号
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26 高槻地区2班 医療法人 土居整形外科 土居 宗算 整・リハ 569-0803
高槻市高槻町15-8
ダイエツビル3F

072-681-5555 2007年7月167号

27 高槻地区2班 西医院 西 律 胃・外・肛・リハ 569-0803 高槻市高槻町7-22 072-685-0175

28 高槻地区2班 医療法人 東原内科 東原 康雄 内・循 569-0803
高槻市高槻町4-3
サタリービル3F

072-681-8580

29 高槻地区2班 藤本クリニック 藤本 良介 内・消・婦 569-0803 高槻市高槻町5-20 072-685-0351 2000年11月127号

30 高槻地区2班 高松内科クリニック 高松 順太 内科 569-0804
高槻市紺屋町7-27-101
桃陽ビル1階

072-691-0121 http://www.takamatsu.gr.jp/

31 高槻地区2班 医療法人　弘匠会 青谷クリニック 青谷 弘 心内・神内・精神 569-0805
高槻市上田辺町1-30
大阪住宅ビル3F

072-691-1811

32 高槻地区2班 伊藤婦人科 伊藤 正尚 婦 569-0805
高槻市上田辺町2-1
森本グリーンビル2F

072-685-1788 http://www3.ocn.ne.jp/~ilc/

33 高槻地区2班 田中歯科クリニック 田中　芳人 歯科 569-0804
大阪府高槻市紺屋町1-1グリーンプ
ラザたかつき1号館4F

072-681-0037

34 高槻地区2班 澤木内科・糖尿病クリニック 澤木　秀明 内・糖 569-0804
大阪府高槻市紺屋町1-1-501Ａグ
リーンプラザたかつき1号館5階

072-669-8111 2017年5月226号

35 高槻地区2班 堤レディースクリニック 堤　明裕 産・婦 569-0071
大阪府高槻市城北町2-4-5　Ｈ
isako.BLD 2F

072-662-0223 2017年11月229号
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