
茨木市

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 茨木市医師会 医療法人　瑠璃会 岩﨑正洋クリニック 岩﨑 正洋 内・消・アレルギー 567-0831 大阪府茨木市鮎川3-9-31 072-657-1001

2 茨木市医師会 のせ整形外科クリニック 野瀬　優 整形 567-0885 大阪府茨木市東中条町8-35 072-628-2030

3 茨木市医師会 いのうえ内科 井上 俊宏 内・消 567-0815 大阪府茨木市竹橋4-10 072-628-5533

4 茨木市医師会 むらい内科・循環器内科 村井 基修 内・循 567-0034 大阪府茨木市中穂積1-7-36 072-625-1500

5 茨木市医師会 一般社団法人 たかみクリニック 高見 信彦 在宅支援 567-0888
大阪府茨木市駅前3-2-2晃永ビル
404号

072-631-3000

6 茨木市医師会 医療法人 はら小児科クリニック 原 啓太 小 567-0834 大阪府茨木市学園南町14-20 072-646-5532

7 茨木市医師会 医療法人　ＳＫＹ スカイ整形外科クリニック
柏木 直也
吉野 茂雄

整 567-0829 大阪府茨木市双葉町10-1 072-638-7676

8 茨木市医師会 井上クリニック（茨木市） 井上 秀治 肛門・消内 567-0883
大阪府茨木市大手町1-26アンフィニ
大手町2階

072-625-3351 2013年11月205号

9 茨木市医師会 うめだクリニック 梅田　達也 内・循 567-0816
大阪府茨木市永代町4-206ソシオい
ばらき2　2F

072-622-3323

10 茨木市医師会 つきやまクリニック 月山 芙蓉 内・外・循 567-0829 大阪府茨木市双葉町8-8 072-648-5335

11 茨木市医師会 こうもと内科・小児科クリニック 河本 陽介 内・児 567-0891 茨木市水尾３丁目16-28 072-657-0121

12 茨木市医師会 谷口内科循環器クリニック 谷口 寛昌 循 567-0063 大阪府茨木市中河原町11-39 072-665-4976

13 茨木市医師会 きんばらホームクリニック 金原　太 往診 567-0034
大阪府茨木市中穂積1-6-41　エディ
ントンビル2FA

072-645-2510

14 茨木市医師会 医療法人　百進会
ももたろう　痛みのクリニック　旧小
椋クリニック

小椋 進 麻･外･整 567-0810
大阪府茨木市宮元町1-10 池上ハイ
ツ1F

072-627-8369

15 茨木市医師会 医療法人　百進会
ももたろう　痛みのクリニック　旧小
椋クリニック

高原　寛 麻･外･整 567-0810
大阪府茨木市宮元町1-10 池上ハイ
ツ1F

072-627-8369

16 茨木市医師会 みともり子どもクリニック 水守　壽洋 小児・アレルギ 567-0828 大阪府茨木市舟木町2-7 072-657-8355

17 茨木市歯科医師会 カトウ矯正歯科医院 加藤 穣慈 歯科 567-0817 茨木市別院町4-19 072-624-2439

18 茨木市医師会第1班 医療法人　共和会 茨木診療所 安達 克郎 内・児・アレ 567-0882 茨木市元町4－16 072-624-3977

19 茨木市医師会第1班 H24.4名称変更 いしが城谷クリニック
石賀 昭
城谷 敬子
城谷 知彦

産・婦・内・児 567-0883 茨木市大手町12-3 072-622-3003

20 茨木市医師会第2班 よしだ内科 吉田 剛 内･消･循 567-0872 茨木市新中条町12-24 072-631-1117

21 茨木市医師会第2班 岡本クリニック 岡本 文雄 循・呼・内 567-0887 大阪府茨木市西中条町3-101 072-631-1158

22 茨木市医師会第2班 医療法人　一晃会 おおたに内科医院 大谷 晃司 内 567-0887
大阪府茨木市西中条1-22エンゼル
ウチダ1Ｆ

072-622-9060

23 茨木市医師会第2班 医療法人 北川クリニック
北川 慶幸
丸山　栄勲

泌 567-0885 茨木市東中条町3－1 072-621-5345

24 茨木市医師会第2班 医療法人　紫博会 なかむかいクリニック 中迎 憲章 療･精神 567-0886
茨木市下中条町4-5
ラ･フレール

072-621-2194
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25 茨木市医師会第2班 医療法人　一明会 細見医院 細見 洋一 内・児 567-0886 茨木市下中条町7-10 072-622-5159

26 茨木市医師会第2班 増田内科医院 増田 一裕 内 567-0886
茨木市下中条町3-4
アークA

072-624-0661

27 茨木市医師会第2班 泉内科医院 泉 善雄 内・糖・消 567-0887 茨木市西中条町11-16 072-625-2117

28 茨木市医師会第2班 医療法人　稲風会 鈴木医院 鈴木 良紀 産婦・内・麻 567-0888 茨木市駅前3-5-21 072-624-1113

29 茨木市医師会第3班 小林整形外科 小林 誠 整・リウ・リハ・皮 567-0031
茨木市春日1-9-22
タウンハウス今々館

072-625-0012

30 茨木市医師会第3班 医療法人 中尾内科クリニック 中尾 誠 内・児・リハ 567-0031
茨木市春日4‐10‐4
リヴェール春日

072-621-4777

31 茨木市医師会第3班 医療法人　増進会 本田眼科クリニック 本田 実千雄 眼 567-0032
茨木市西駅前町9‐29
（ＷＡＶＥ‐1）

072-624-0678

32 茨木市医師会第3班 しばさき小児科 柴崎 浩一 児・アレ 567-0041
茨木市下穂積1-3-101ホワイトハウ
ス穂積

072-626-9011

33 茨木市医師会第4班 きどレディースクリニック
木戸 良子
高島 美智子

児・内・婦 567-0828 茨木市舟木町15‐6 072-635-6366

34 茨木市医師会第4班 医療法人 大崎医院 大崎　尚 産婦 567-0817 茨木市別院町7‐33 072-624-5087

35 樋田医院 樋田 之宏
内・児・放・循・消・
呼

567-0818 茨木市本町7‐20 072-622-2278

36 茨木市医師会第4班 医療法人 松村医院 松村 光 耳咽 567-0882 茨木市元町1－23松村ビル 072-622-2014

37 茨木市医師会第4班 ふじもとクリニック 藤本　雅之 小 569-0031
大阪府茨木市春日2-2-9やまだいビ
ル2階

072-657-8860

38 茨木市医師会第4班 前羽クリニック 前羽 宏史 内・循 567-0031 大阪府茨木市春日2丁目2-18 072-625-6600

39 茨木市医師会第5班 須藤耳鼻咽喉科 須藤 淳子 耳咽 567-0826 茨木市大池1-14-36 072-634-5755

40 茨木市医師会第5班 医療法人　健伸会 ねごろ内科循環器科 根来 伸行 循・内 567-0826 大阪府茨木市大池2‐28-17 072-637-1472

41 茨木市医師会第5班 医療法人　崇孝会 北摂クリニック 柚木 孝仁 内・婦・放 567-0826 茨木市大池1‐10‐37 072-633-3313

42 茨木市医師会第5班 北野外科内科
北野 福男
北野 貴弘

外・胃・リハ・放・児
外

567-0843 茨木市星見町18-3 072-635-0131

43 茨木市医師会第6班 平田整形外科クリニック 山本 隆夫 整･外･リハ･放･ﾘｳ 567-0823 茨木市寺田町11‐7 072-636-6267

44 茨木市医師会第6班 医療法人　愛心会 いまい内科ハートクリニック 今井 道生 内・循・胃 567-0829
大阪府茨木市双葉町9-20コスモア
ネックス2階

072-637-2468

45 茨木市医師会第6班 医療法人 中島クリニック 中島 廣明 内・リハ 567-0824 茨木市中津町2‐4カシックスビル 072-638-6678

46 茨木市医師会第7班 角本医院 角本 永彦 内・児・胃・放 567-0007 茨木市南安威2‐1‐22 072-643-4376

47 茨木市医師会第7班 橋本こどもクリニック 橋本 裕美 児 567-0018 茨木市太田三丁目21番17号 072-631-9001
http://www.reasoning.org/~clinic/t
op02.html

48 茨木市医師会第7班 医療法人 居相整形外科 居相 浩之 ﾘｳ・外・整・リハ 567-0021
茨木市三島丘2‐8‐17
角屋ビル

072-620-7540

49 茨木市医師会第7班 すぎたクリニック
杉田　光司
馬木 逸美

内・胃・腸 567-0021 茨木市三島丘2‐8‐17　角屋ビル 072-620-1115
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50 茨木市医師会第7班 医療法人　橘井会 江川産婦人科医院
江川 典男
江川 真人

産婦 567-0801 茨木市総持寺2‐1‐5 072-625-3675 http://www.egawa-lc.net/

51 茨木市医師会第7班 江川クリニック 江川 泰人 内・消 567-0802
茨木市総持寺駅前町13‐11
江川ハイツ

072-627-8552 http://www.egawa-clinic.com/

52 茨木市医師会第7班 医療法人　栄清会 すぎもとクリニック 杉本 清 内・消・放 567-0802 茨木市総持寺駅前町1‐32 072-631-8811 2009年1月176号

53 茨木市医師会第7班 医療法人 奥野眼科 奥野 真知子 眼 567-0802
茨木市総持寺駅前町5-32 ハウスコ
エリⅡ 1F

072-622-9110

54 茨木市医師会第7班 医療法人 岡部医院 岡部 宇彦 耳 567-0805 茨木市橋の内2-8-12 072-635-8898

55 茨木市医師会第7班 なかじま内科 中島 周三 内・消 567-0831 茨木市鮎川5‐6‐8 072-636-8305

56 茨木市医師会第7班 きはら内科クリニック 木原　幸一 循・呼・消 567-0803
大阪府茨木市中総持寺町9-1高尾ビ
ル３F

072-637-1205

57 茨木市医師会第8班 原医院 原 朗 内・外 567-0009 茨木市山手台3-5-1 072-649-1550

58 茨木市医師会第8班 医療法人 聖クリニック 西尾 聖 内・児 567-0072 茨木市郡5丁目18-5 072-640-6055

59 茨木市医師会第8班 医療法人　辰恵会 辰見クリニック 石川 一彦 消・循・内 567-0832
茨木市白川2-1-5
アドバン1F

072-634-8411

60 茨木市医師会第9班 篠永医院 篠永 安秀 内・外・放・麻 567-0851 茨木市真砂1-2-36 072-633-3776

61 茨木市医師会第9班 医療法人　鴻恵会 かん整形外科 韓 鴻濱 整・リハ 567-0892
茨木市並木町13‐1
ル・プレＮＩビル

072-632-9420

62 茨木市医師会第9班 ふくながこどもクリニック 福永 泰広 児 567-0894
茨木市若園町37-29
メゾンヴェルドウール1階

072-630-0753

63 茨木市医師会第9班 おごし皮フ科 生越 まち子 皮フ科・形成外科 567-0895 茨木市玉櫛2丁目29-15 072-632-0789 2004年1月146号

64 茨木市医師会第9班 医療法人　豊仁会 第二近藤診療所
近藤 浩之
近藤 章子
寺村 智子

内・小・外・眼 567-0895 茨木市玉櫛二丁目17番18号 072-635-1035

65 茨木市医師会第9班 医療法人 はんだクリニック 半田 忠利 内・胃 567-0895
茨木市玉櫛1丁目15番8号
メゾン・プルミエール1F

072-630-6110

66 茨木市医師会第10班 富永医院 富永 正志 児・内 567-0861 茨木市東奈良1‐4‐6 072-635-7684

67 茨木市医師会第10班 医療法人 岸本クリニック 岸本 康朗 内・麻・リハ 567-0868 茨木市沢良宜西1-4-10 072-638-1100

68 茨木市医師会第10班 はしづめ内科 橋爪 喜代子 内 567-0876
茨木市天王2丁目6-7エルディ南茨
木2F

072-621-7373

69 茨木市医師会第10班 医療法人 高島整形外科 高島 孝之 整・リハ.・リウ 567-0868 茨木市沢良宜西1-13-22 072-630-2600
http://www.takasima.jp/pc/index.h
tm

2014年5月208号

70 茨木市医師会 医療法人　領愛会 大嶋クリニック
大嶋　一德　　大嶋　太郎
藤田　由佳

外・消・放 567-0829 大阪府茨木市双葉町8-19 072-633-0119

71 茨木市 たちばなクリニック 立花　宏一 内 567-0810 大阪府茨木市宮元町2-13 072-624-4572

72 茨木市 きずな友愛クリニック 中林 博道 整・脳外・内・リハ 567-0816
大阪府茨木市永代町6-21　現代茨
木市駅前ビル2Ｆ

072-645-3040

73 茨木市 うめだ整形外科 梅田　直也 整 567-0829 大阪府茨木市双葉町6-2　2Ｆ 072-635-3970
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