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1 東地区 医療法人 もり整形外科リウマチ科クリニック 森 拓美 整・リハ 618-0014 三島郡島本町水無瀬1-23-4 075-962-0750

2 東地区 医療法人 なかこうじ内科・循環器内科 中小路 隆裕 内・循 618-0014 三島郡島本町水無瀬1-23-4 075-963-2277

3 東地区 山村皮フ科クリニック 山村 有美 皮 618-0014 三島郡島本町水無瀬1-23-4 075-963-1211 http://yamamura-hihuka.net/

4 東地区 のなか眼科クリニック 野中 淳之 眼 618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1-23-4 075-748-9300

5 東地区 社会福祉法人　博乃会 ひろの南クリニック 森 裕 569-0833 大阪府高槻市唐崎南3-30-5 072-679-2200

6 東地区 腎・泌尿器科　いとうクリニック 伊藤　伸一郎 腎・泌 568-0013 三島郡島本町江川2-16-7 075-874-4775 2016年9月222号

7 東地区 医療法人　健守会 サンクリニック 前川　仁 569-0835 大阪府高槻市三島江4-14-26 072-677-8500

8 東地区1班 藤井内科医院 藤井 利武 内 569-0002 高槻市東上牧2－13－5 072-660-2575 2003年7月143号

9 東地区1班 ほりぐちクリニック 堀口 雄一 内・胃・リハ 569-0003 高槻市上牧町2-2-22 072-669-5226

10 東地区1班 医療法人 横井整形外科医院
横井 勅洋
横井 英之

整・リハ 569-0004 高槻市上牧南駅前町5-8 072-669-4913

11 東地区1班 医療法人 青野内科クリニック 青野 豊文 内・消・ｱﾚﾙｷﾞｰ 569-0007
高槻市神内2丁目28-13
東ア第1ビル2F

072-686-3111 2004年9月150号

12 東地区1班 あたご耳鼻咽喉科 愛宕 利英 耳 569-0007
高槻市神内
宮田ﾋﾞﾙ2F

072-682-4133

13 東地区1班 医療法人　真由会 上牧かねはらクリニック 瀬川 直樹 泌 569-0007 高槻市神内2丁目-8-27 072-684-8008

14 東地区1班 ゆみこ皮フ科クリニック 飯田 由美子 皮 569-0007 高槻市神内2丁目28-20 072-682-8770

15 東地区2班 やすだクリニック 保田 浩 児・アレ 569-0007 高槻市神内2丁目25-3 072-684-8400 http://www3.ocn.ne.jp/~yasuda/ 2006年11月163号

16 東地区2班 高島クリニック 高島 哲哉 内・消 618-0001
三島郡島本町山崎2-1-8
ユニマート山崎内

075-963-0555 2006年7月161号

17 東地区2班 関内科医院 関 美彦 内 618-0002 三島郡島本町東大寺3-1-33 075-962-3456

18 東地区2班 関内科医院 関 耕次郎 内 618-0002 三島郡島本町東大寺3-1-33 075-962-3456

19 東地区2班 医療法人　正真会 大村耳鼻咽喉科 大村 正樹 耳 618-0011 三島郡島本町広瀬5丁目4番5号 075-963-2080

20 東地区2班 岸外科医院 岸 大輔 外・胃・放 618-0011 三島郡島本町広瀬5-4-12 075-962-5555

21 東地区2班 中川皮ふ科 中川 光子 皮 618-0011 三島郡島本町広瀬1-1-31 075-963-3100

22 東地区2班 西本医院 西本 孝 外・循・呼 618-0011 三島郡島本町広瀬3-6-1 075-961-0107

23 東地区2班 医療法人　健水会 ふじよし医院 藤吉 健司 神内・内 618-0011 三島郡島本町広瀬4-12-3 075-962-2582 2001年7月131号

24 東地区2班 ごう内科クリニック 呉 卓 内・循 618-0013 三島郡島本町江川2-11-11 075-962-5255

25 東地区2班 ナンバ眼科医院 難波 健 眼 618-0013 三島郡島本町江川2-13-2-101 075-962-1121
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26 東地区2班 医療法人 加藤産婦人科クリニック 加藤 和光 産･婦 618-0014 三島郡島本町水無瀬1-14-13 075-962-3355

27 東地区2班 医療法人 山口診療所 山口 三男
内・胃・児・外・理・
放

618-0014 三島郡島本町水無瀬1-14-12 075-962-5502

28 東地区2班 上田医院 上田 昌司 内・胃・児・放 618-0015 三島郡島本町青葉1-6-3 075-962-3409

29 東地区2班 医療法人 楠薫堂医院 栗山 隆信 内 618-0015 三島郡島本町青葉2-16-14 075-961-0369

30 東地区2班 尼子小児科医院 尼子 明久 児･内 618-0024 三島郡島本町若山台2-6-5-101 075-962-0797 2001年11月133号
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