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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 大冠北地区2班 医療法人 かとうクリニック 加藤 公生 内 569-0081
高槻市宮野町3-12　サニープラザ南
館

072-675-7711

2 大冠北地区 きたうら整形外科 北浦 俊哉 整 569-0064 高槻市庄所町8-38 072-674-0116

3 大冠北地区 みねはる耳鼻咽喉科 峰晴　昭仁 耳 569-0076 大阪府高槻市出丸町6-39 072-662-3387 2016年3月219号

4 大冠北地区1班 藤村医院 藤村 圭祐 リウ・整・内 569-0053 高槻市春日町5-10 072-674-2518 2006年5月160号

5 大冠北地区1班 医療法人 藤村診療所
藤村 宣夫
藤村 紫

泌・リハ・皮・内 569-0053 高槻市春日町2-37 072-672-1331
2002年9月138号
2015年3月213号

6 大冠北地区1班 医療法人　緑清会 はっとり内科・皮膚科 服部 登志夫 内・皮 569-0064
高槻市庄所町2-10
ラ・カーサ高槻A棟1F

072-661-5007

7 大冠北地区1班 医療法人 まつしたクリニック 松下 弘二 児 569-0065
高槻市城西町5-17
第8富士ビル103

072-661-0415

8 大冠北地区1班 筒井宮城医院
宮城 建雄
宮城　健一

内・循・耳・児 569-0074 高槻市本町3-18 072-675-5079

9 大冠北地区1班 医療法人 福田クリニック
福田 治彦
福田 美弥子

外・内・肛・胃・皮 569-0076 高槻市出丸町2-17 072-671-7442

10 大冠北地区1班 医療法人　健栄会 三康病院附属診療所 山本 員久 泌 569-0077
高槻市野見町6-60
コンキスタビル内

072-673-0220 http://www.san-ko.net/

11 大冠北地区1班 医療法人　健栄会 三康病院 山本 員久 泌 569-0077 高槻市野見町3-6 072-676-0001 http://www.san-ko.net/

12 大冠北地区1班 村上医院
村上 詩郎
村上 晴郎

外・整・皮 569-0077 高槻市野見町2-56 072-675-1901

13 大冠北地区1班 社会福祉法人 出丸苑診療所 岡田 正 569-0076 大阪府高槻市出丸町4-62 072-676-2830

14 大冠北地区1班 武田消化器内科 武田　維明 内科 569-0053 大阪府高槻市春日町16-16 072-674-8188 2014年1月206号

15 大冠北地区1班 みきゆうホームクリニック 池田　昌人 呼・内 569-0064 高槻市庄所町2-9 072-648-3360

16 大冠北地区1班 やまの内科・胃腸内科クリニック 山野　剛 内・胃・腸 569-0064 高槻市庄所町3番20号 072-668-7033 2017年3月225号

17 大冠北地区2班 長谷川産婦人科 長谷川 博之 産婦 569-0013 高槻市野田1-24-1 072-671-8851 http://www.hasegawa-clinic.net/ 2008年5月172号

18 大冠北地区2班 医療法人 島津内科クリニック
島津 公隆
谷村 義久　谷村　知紀

内・循 569-0081 高槻市宮野町17-1　ファゼンダ宮野 072-675-3003
2000年9月126号
2010年3月183号

19 大冠北地区2班 医療法人　恭健会 ちばクリニック 千葉 恭士 外・肛・皮・内 569-0081 高槻市宮野町21-17 072-675-6013 2006年9月162号

20 大冠北地区2班 大杉内科 大杉　友顕 内・循・消 569-0083 高槻市永楽町7-15 072-671-8107

21 大冠北地区2班 中島荘野クリニック
中島 立博
荘野 明希

眼 569-0083 高槻市永楽町3-11
（内）072-662-
7557　　　　　（眼）
072-673-7717

22 大冠北地区2班 渡辺婦人科 石河 二郎 婦 569-0085 高槻市南松原町2-1 072-675-5359 2007年5月166号

23 大冠北地区2班 吉栖外科整形外科
吉栖 正人
吉栖 和仁

外・整・リハ・内・
胃・放

569-0086 高槻市松原町17-18 072-671-1887

24 大冠北地区2班 花田内科 花田 尚志 内・循 569-0088 高槻市天王町29-2 072-672-7211

25 大冠北地区2班 永田医院 永田 明義 内 569-0097 高槻市高垣町18-5 072-682-3040
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26 大冠北地区2班 楢原産婦人科 楢原 敬二郎 産婦 569-0053 大阪府高槻市春日町1-27 072-672-5000

27 大冠北地区2班 かんの眼科クリニック 神野 早苗 眼 569-0085 大阪府高槻市松原町6-25 072-675-0614

28 大冠北地区2班 成田こどもクリニック 成田　努 小 569-0088 大阪府高槻市天王町32-9 072-676-7755

⑥大冠北・2


