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1 大阪市 医療法人　さくら会 十三泌尿器科 岩本 勇作 泌 532-023
大阪府大阪市淀川区十三東2-7-17
十三駅前東クリニックビル4F

06-6309-3008

2 大阪市 小出内科神経科 小出　泰道 神・神内 543-0073
大阪府大阪市天王寺区生玉寺町3-
5

06-6779-2003

3 交野市 医療法人　仁久会 藤原産婦人科 藤原　靖久 婦 576-0042 大阪府交野市梅が枝44-3 072-892-0341

4 京都府 上田内科医院 上田 義博 糖尿・消 617-0841 京都府長岡京市梅が丘3丁目46 075-951-3497

5 摂津市 医療法人 ひがしクリニック 東 真一郎 心療内・神 566-0011
摂津市千里丘東2丁目10-1　304
フォルテ摂津3F

072-631-8400

6 摂津市 松井クリニック 松井 保憲 内・呼・消・循・小 566-0022 大阪府摂津市三島3-7-4 06-6383-7010

7 摂津市 医療法人 大滔会 いながきクリニック 稲垣 一道 内・糖・小 566-0021 大阪府摂津市南千里丘5番23号102 06-6310-1343

8 摂津市 医療法人　児星会 むらた小児科 村田 卓士
小児・アレルギー・
リウ

566-0021 大阪府摂津市南千里丘4-25 06-6317-3900

9 摂津市 医療法人　輝 ジュンレディースクリニック千里丘
柴田　和男
福益　博

産・婦 566-0001 大阪府摂津市千里丘2-15-16 06-6330-3203

10 摂津市 はしもと整形外科 橋本 亮治 整形 566-0011
大阪府摂津市千里丘東3-8-20協同
レジデンス千里丘1F

072-645-4110

11 摂津市 はせクリニック 長谷　一郎 内・麻 566-0034 大阪府摂津市香露園8-1 072-657-7700

12 豊中市 医療法人　仁泉会 ＭＩクリニック
橋本 博美
濱田 星紀

560-0004 豊中市少路1丁目12-13 06-6840-0100

13 豊中市 医療法人 拓海会 神経内科クリニック 藤田 拓司 内・神内 561-0893 豊中市宝山町7-8 06-6841-2027

14 豊中市 ごうクリニック 横矢　佳明 内・小 560-0044
豊中市刀根山元町10-3中環刀根山
ビル1F

06-6841-3520

15 枚方市 医療法人　七美会 すこやか小児科 小國 龍也 小児・アレルギー 573-0162 大阪府枚方市長尾西町1-20-10 072-850-2117

16 河内長野市 医療法人　幸仁会 斎田マタニティークリニック
斎田 幸次
斎田 あけみ

産婦 586-0025 河内長野市昭栄町1－19 0721-55-7000

17 守口市 ふさおかこどもクリニック 房岡 徹 小児・アレルギー 570-0023 守口市日向町6番13号 06-6991-1611
http://www.mkc.zaq.ne.jp/eaalk301
/index.html

18 神戸市 小林クリニック
小林 重行
小林 有希

内・泌 658-0048
神戸市東灘区御影町郡家1丁目30-
17

078-846-5330

19 吹田市 医療法人　琢生会 神田マタニティークリニック 神田　宏治 産･婦 564-0063 吹田市江坂町3-31-5 06-6330-1135

20 吹田市 北大阪メディカルクリニック 牧田　香理 免疫細胞療法 564-0063 吹田市江坂町5-14-13 06-6378-0086

21 吹田市 えもと心の健康クリニック 江本　康一 06-6836-6777

22 摂津市 医療法人 千里丘協立診療所 今村 育男
内・小児科・胃腸
科

566-0011 摂津市千里丘東2丁目12番10号 072-622-8638

23 大阪市中央区 サンスター診療所 横田　総一郎 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-3-3 06-6210-2417

24 大阪市都島区 橋爪医院 橋爪 誠 534-0022
大阪市都島区都島中通3-4-5
ﾛｲﾔﾙﾊｲﾑ一冨士101号

06-4253-3337
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25 大阪市東淀川区 医療法人 中尾医院 中尾 正俊 内 533-0022 大阪市東淀川区菅原5-7-11 06-6322-6816

26 大阪市淀川区 医療法人　拓海会 大阪北ホームケアクリニック
森田 浩嗣
稲井 理仁

在宅 532-0004
大阪市淀川区西宮原1丁目8番24号
新大阪第3ドイビル3階

06-6350-0118
http://web.healthcarenet.jp/~okhc
/

27 尼崎市 医療法人社団　輝会 北村クリニック 北村 輝男
内・胃・消・外・整・
皮

661-0002 尼崎市塚口町6-20-13 06-6426-8080

28 枚方市 医療法人　成育会 なりもとレディースホスピタル 安田　進太郎 産 573-0032 大阪府枚方市岡東町14番28号 072-861-1103 http://www.axiz.gr.jp/ishida/

29 枚方市 磯谷内科 磯谷 治彦 内 573-0032
枚方市岡東町14番40号
ムソーヤビル2Ｆ

072-841-5528 http://www.isotani.jp/

30 枚方市 医療法人 イワサレディースクリニック 岩浅 義彦 産･婦･小･内 573-0086 枚方市香里園町9－22 072-831-1666 http://www.iwasaclinic.com/

31 枚方市 医療法人　愛成会 愛成クリニック 井上　慶子 在宅（施設） 573-0048 大阪府枚方市山之上西町32-15 072-845-0888

32 門真市 飯藤産婦人科 飯藤 順一 産婦 571-0030 門真市末広町2‐7 06-6909-0815 http://www.iito.or.jp/

33 箕面市 医療法人 共立さわらぎ産婦人科
清木 康雄
鶴長 建充

産・婦 562-0025
大阪府枚方市岡東町14番28号箕面
市粟生外院6-3-5

072-726-1103

34 西宮市
えいしん内科・消化器内科クリニッ
ク

中島　英信 消 662-0926
兵庫県西宮市鞍掛町8-3　くらかけク
リニックモール3階

0798-34-8600
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