【登録医名簿／高槻市】
病院名

2020/10/23現在 1/6
名

前

住

所

電話番号

青野内科クリニック

青野 豊文

〒569-0007 高槻市神内2-28-13 東ｱ第一ﾋﾞﾙ2F

072-686-3111

芥川診療所

芥川 知明

〒569-1121 高槻市真上町1-3-28 ｴｸｾﾙﾊｲﾂ立川1階

072-685-0161

あたご耳鼻咽喉科

愛宕 利英

〒569-0007 高槻市神内2丁目28-5 宮田ﾋﾞﾙ2階

072-682-4133

阿武山子どもクリニック

岡本 良三

〒569-1041 高槻市奈佐原2-3-22

072-690-3225

阿部整形外科内科

阿部 邦美

〒569-1136 高槻市郡家新町4-31

072-681-0500

阿部整形外科内科

阿部 奈々美 〒569-1136 高槻市郡家新町4-31

072-681-0500

あまの小児科

天野 忠温

〒569-1022 高槻市日吉台5番町6-10

072-689-5288

いいじまクリニック

飯島 直人

〒569-1029 高槻市安岡寺町5-1-5

072-688-2578

石河診療所

石河 清彦

〒569-1044 高槻市上土室5-34-10

072-692-1005

市岡医院

市岡 五道

〒569-1115 高槻市古曽部町2-24-28

072-682-0863

市岡医院

市岡 従道

〒569-1115 高槻市古曽部町2-24-28

072-682-0863

檪原医院

檪原 茂之

〒569-0824 高槻市川添2-15-23

072-694-7609

檪原医院

檪原 崇宏

〒569-0824 高槻市川添2-15-23

072-694-7609

伊藤婦人科

伊藤 正尚

〒569-0805 高槻市上田辺町2-1 森本ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ2F

072-685-1788

いなだ訪問クリニック

稲田 陽

〒569-0066 高槻市中川町5-3

072-668-7864

井上クリニック

井上 裕之

〒569-0814 高槻市富田町1-12-3 みなとﾋﾞﾙ2F

072-690-3315

今津診療所

今津 好秀

〒569-0803 高槻市高槻町10-22 第二尾崎ﾋﾞﾙ2F

072-683-0039

入野内科

入野 健

〒569-0857 高槻市玉川4-2-1

072-678-5884

岩﨑医院

岩﨑 正宏

〒569-0805 高槻市上田辺町1-30 大阪住宅ビル4階

072-682-2075

上島内科医院

安東 里真

〒569-1044 高槻市上土室5-20-10

072-693-5335

王医院

王 寶智

〒569-1121 高槻市真上町1-7-7

072-685-3411

おおくま医院

大隈 正純

〒569-1117 高槻市天神町2-6-20

072-684-0363

大桑皮膚科

大桑 隆

〒569-0802 高槻市北園町14-20

072-682-1154

大杉内科

大杉 成一

〒569-0083 高槻市永楽町7-15

072-671-8107

大関医院

井上 隆夫

〒569-0804 高槻市紺屋町8-33 ﾌﾟﾗﾄﾞﾋﾞﾙ2F

072-683-2630

耳鼻咽喉科大津医院

大津 彌平

〒569-0854 高槻市西町65-3

072-693-4888

おおにしクリニック

大西 雅彦

〒569-0814 高槻市富田町1-18-14

072-668-1421

大橋内科

大橋 一

〒569-1032 高槻市宮之川原1-5-26

072-687-7881

大橋内科

大橋 理英

〒569-1032 高槻市宮之川原1-5-26

072-687-7881

おかざき眼科

岡﨑 紀

〒569-1025 高槻市芝谷町35-9

072-689-1444
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おかざき内科クリニック

岡﨑 英明

〒569-0823 高槻市芝生町1-1-12

072-679-3501

おかだクリニック

田辺 敏明

〒569-0032 高槻市東和町56-2

072-676-1145

おかもと整形外科

陵本 清剛

〒569-1041 高槻市奈佐原2-11-21 あぶやまｽｸｳｪｱ1階

072-695-1212

尾原内科医院

尾原 幹啓

〒569-1123 高槻市芥川町1-2 ｱｸﾄｱﾓｰﾚA-203

072-685-5123

かきはらみずほクリニック

柿原 瑞穂

〒569-1116 高槻市白梅町5-20-306 ｼﾞｵ高槻ﾐｭｰｽﾞﾚｼﾞｽ3階

072-648-3456

樫田の里医務室

彦坂 寛

〒569-1002 高槻市大字田能小字畑子谷15番地1

072-680-0001

南平台かどたクリニック

角田 力

〒569-1042 高槻市南平台4丁目14-32

072-697-2001

門田内科

門田 俊一

〒569-1145 高槻市富田丘町3-12 佐竹ﾋﾞﾙ2F

072-693-1247

門脇医院

門脇 政治

〒569-1144 高槻市大畑町25-18

072-696-0143

川口医院

川口 哲史

〒569-0822 高槻市津之江町1-50-1

072-672-8686

川口内科

川口 憲明

〒569-0826 高槻市寿町3-38-21

072-693-0633

川部医院

川部 伸一郎 〒569-1021 高槻市弥生が丘町27-26

072-687-6063

川村産婦人科医院

川村 真

072-687-7557

川本クリニック

川本 皓一郎 〒569-0825 高槻市栄町4-15 ﾛｲﾔﾙ暁ﾋﾞﾙ1F

072-692-0027

きたうら整形外科

北浦 俊哉

〒569-0064 高槻市庄所町8-38

072-674-0116

衣川医院

衣川 弘昭

〒569-0036 高槻市辻子3-15-19

072-671-6812

木村診療所

津本 学

〒569-1124 高槻市南芥川町8-30

072-685-7788

黒川医院

黒川 浩史

〒569-1022 高槻市日吉台一番町16-1

072-687-0373

郡家クリニック

明平 圭司

〒569-1131 高槻市郡家本町6-5

072-686-5001

啓友クリニック

西山 悦子

〒569-1029 高槻市安岡寺町1-36-8

072-689-3251

けやきクリニック

木下 良太

〒569-1042 高槻市南平台3-28-14

072-668-5561

ごうだ内科

合田 公志

〒569-1144 高槻市大畑町8-1 ﾊﾔﾏ摂津富田駅前ﾋﾞﾙ1F

072-693-0016

高槻黄金の里老人ﾎｰﾑ内診療所 山本 哲也

〒569-1038 高槻市黄金の里1丁目14番8号

072-687-3681

小林診療所

小林 春三

〒569-0815 高槻市昭和台町2-28-17

072-696-0307

駒井耳鼻咽喉科医院

駒井 健一郎 〒569-1024 高槻市寺谷町18-14

072-689-3359

近藤診療所

近藤 基之

〒569-1042 高槻市南平台2-14-2

072-694-4060

さいとう内科クリニック

齊藤 純

〒569-0055 高槻市西冠1-12-8 たかつき西冠ﾋﾞﾙ1階

072-676-7666

堺医院

堺 正

〒569-0803 高槻市高槻町14-7

072-685-0457

坂谷クリニック

坂谷 則彰

〒569-0822 高槻市津之江町1-44-3

072-670-0155

坂中内科クリニック

坂中 勝

〒569-1041 高槻市奈佐原2-11ｰ21 あぶやまｽｸｳｪｱ2階

072-690-0296

〒569-1031 高槻市松が丘1-1-1
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ささき医院

佐々木 学

〒569-1137 高槻市岡本町65-6

072-692-9106

ささき医院

佐々木 智康 〒569-1137 高槻市岡本町65-6

072-692-9106

さとうクリニック

佐藤 洋

〒569-1114 高槻市別所新町2-15

072-691-1314

澤木内科・糖尿病クリニック

澤木 秀明

〒569-0804 高槻市紺屋町1-1-501A ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ高槻5階 072-669-8111

澤田医院

澤田 賢市

〒569-0071 高槻市城北町2-14-14

072-675-1020

サンシティクリニック

八谷 孝

〒569-1025 高槻市芝谷町53-3

072-698-1264

島津内科クリニック

谷村 義久

〒569-0081 高槻市宮野町17-1 ﾌｧｾﾞﾝﾀﾞ宮野1F

072-675-3003

しみず内科クリニック

清水 義臣

〒569-0817 高槻市桜ヶ丘北町6番16号

072-695-3110

下谷内科

下谷 麻里子 〒569-0824 高槻市川添2-23-7

072-695-1266

しもむら内科クリニック

下村 裕章

〒569-0025 高槻市藤の里町9-5

072-668-3152

荘野医院

荘野 忠泰

〒569-1136 高槻市郡家新町11-21

072-685-0953

白石クリニック

白石 将史

〒569-1123 高槻市芥川町1-13-14

072-669-7701

白石クリニック

白石 奈々子 〒569-1123 高槻市芥川町1-13-14

072-669-7701

新阿武山クリニック

林 宏一

〒569-1117 高槻市天神町1-10-1 たかつき天神ﾋﾞﾙ2階

072-682-8801

末吉クリニック

末吉 公三

〒569-0811 高槻市東五百住町3-7-20

072-696-0048

すぎ胃腸内科クリニック

杉 和憲

〒569-0802 高槻市北園町16-16 2F

072-684-1192

すぎもと整形外科

杉本 啓司

〒569-0056 高槻市城南町2-46-26

072-672-5661

角辻医院

角辻 格

〒569-1142 高槻市宮田町2-16-14

072-696-1809

摂津診療所

竹内 望

〒569-0814 高槻市富田町3-1-14

072-696-0505

高島内科クリニック

高島 俊晴

〒569-1123 高槻市芥川町2-14-1 ﾛﾊｽ･ｹｱｰｽﾞﾋﾞﾙ2F

072-686-5522

整形外科リハビリテーション科
たかだクリニック

髙田 潤

〒569-1145 高槻市富田丘町2-2 ｽﾃｰｼｱ高槻1階

072-648-3977

高橋医院

高橋 徳

〒569-0025 高槻市藤の里24-29

072-661-3831

高松内科クリニック

高松 順太

〒569-0804 高槻市紺屋町7-27-101 桃陽ﾋﾞﾙ

072-691-0121

田崎医院

田崎 龍之介 〒569-1133 高槻市川西町1-31-12

072-681-0689

たむらクリニック

田村 雅一

〒569-0818 高槻市桜ヶ丘南町23-5

072-692-5391

近森歯科高槻阪急診療所

近森 信人

〒569-1116 高槻市白梅町4-1 高槻阪急3階

072-681-7300

つじ耳鼻咽喉科

辻 恒治郎

〒569-1041 高槻市奈佐原2-11 あぶやまｽｸｳｪｱ1F

072-697-7666

津久田医院

津久田 康成 〒569-0825 高槻市栄町3-7-18

072-692-2266

筒井宮城医院

宮城 建雄

〒569-0074 高槻市本町3-18

072-675-5079

天神田中内科クリニック

田中 基晴

〒569-1123 高槻市芥川町1-15-23 ﾖｼﾀｹﾋﾞﾙ2D

072-690-7833

【登録医名簿／高槻市】
病院名

2020/10/23現在 4/6
名

前

住

所

電話番号

天神山古賀眼科

古賀 旭

〒569-1117 高槻市天神町1-8-18

072-681-2190

田泌尿器科クリニック

田 珠相

〒569-1115 高槻市古曽部町1-1-17 ｾﾝﾄｺｰｼﾞｱ古曽部1F

072-682-9802

土居整形外科

土居 宗算

〒569-0803 高槻市高槻町15-8 ﾀﾞｲｴﾂﾋﾞﾙ3F

072-681-5555

冨永クリニック

冨永 正夫

〒569-1042 高槻市南平台3-29-18

072-690-3355

高槻ともしび苑診療所

村上 晴郎

〒569-1029 高槻市安岡寺町6丁目6番1号

072-689-2772

とりい内科クリニック

鳥居 芳太郎 〒569-1034 高槻市大蔵司2-53-1

072-669-8378

中島荘野クリニック

中島 立博

〒569-0083 高槻市永楽町3-11

072-662-7557

なかじま整形外科

中嶋 洋

〒569-0814 高槻市富田町3-1-10

072-690-3230

中田眼科

中田 知伸

〒569-0825 高槻市栄町4-15-6

072-690-6262

永田医院

永田 明義

〒569-0097 高槻市高垣町18-5

072-682-3040

ナカムラこどもクリニック

中村 知子

〒569-1036 高槻市塚脇1-10-3

072-687-3591

整形外科なかむらクリニック

中村 信之

〒569-1131 高槻市郡家本町40-12

072-685-8637

中村整形外科

中村 昭文

〒569-1034 高槻市大蔵司2-53-8

072-687-6796

中山クリニック

中山 明子

〒569-1121 高槻市真上町2-6-11

072-648-3211

楢原産婦人科医院

楢原 敬二郎 〒569-0053 高槻市春日町1-27

072-672-5000

なりきよ医院

成清 道博

〒569-0814 高槻市富田町1-11-8

072-696-9221

難波クリニック

難波 繁伸

〒569-0814 高槻市富田町1-31-10

072-695-3925

西医院

西 律

〒569-0803 高槻市高槻町7-22

072-685-0175

にしがき眼科

西垣 昌人

〒569-1123 高槻市芥川町2-14-21 ｻｰｼﾞｭﾋﾞﾙ本館2F

072-681-5150

にしかわ皮フ科クリニック

西川 深雪

〒569-1127 高槻市西真上1丁目36-8

072-686-6161

西﨑クリニック

西﨑 一志

〒569-0827 高槻市如是町21-12

072-696-2291

西野医院

西野 弘志

〒569-0853 高槻市柳川町2-14-21

072-696-1212

野田皮膚科

野田 友一

〒569-1116 高槻市白梅町4-13 ｼﾞｵ高槻ﾐｭｰｽﾞEX4F

072-682-2324

白藤藤原診療所

藤原 俊介

〒569-0825 高槻市栄町1-10-12

072-692-6577

服部整形外科

服部 智

〒569-1029 高槻市安岡寺町2-13-5

072-687-2800

はっとり内科・皮フ科

服部 登志夫 〒569-0064 高槻市床所町2-10 ﾗ･ｶｰｻ高槻A棟1F

072-661-5007

ひかり診療所

冨士原 彰

〒569-0814 高槻市富田町2-4-15

072-693-0650

彦坂医院

彦坂 誠

〒569-1029 高槻市安岡寺町2-18-3

072-689-0676

ひとら内科クリニック

人羅 俊貴

〒569-0055 高槻市西冠3丁目29-7 関西ｽｰﾊﾟｰ西冠店1階

072-671-1700

福井医院

中川 義明

〒569-1144 高槻市大畑町3-1

072-696-2945
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福田クリニック

岡本 彩子

〒569-0076 高槻市出丸町2-17

072-671-7442

福森医院

福森 達郎

〒569-0043 高槻市竹の内町10-9

072-672-2752

藤井内科医院

藤井 利武

〒569-0002 高槻市東上牧2-13-5

072-660-2575

藤林クリニック

藤林 稔和

〒569-1123 高槻市芥川町3丁目12番33号 1F

072-686-3380

藤村医院

藤村 圭祐

〒569-0053 高槻市春日町5-10

072-674-2518

藤村診療所

藤村 紫

〒569-0053 高槻市春日町2-37

072-672-1331

〒569-0023 高槻市松川町25-5

072-662-8121

星のクリニック
前島クリニック

前島 精治

〒569-1123 高槻市芥川町2-7-26 中埜ﾋﾞﾙ

072-685-9618

増本医院

上津 佳子

〒569-1123 高槻市芥川町2-13-29

072-685-0271

松井診療所

松井 昭彦

〒569-1141 高槻市氷室町1-30-1ﾌｧﾐｰﾙ3号館101号

072-695-7711

まつしたクリニック

松下 弘二

〒569-0065 高槻市城西町5-17 第8富士ﾋﾞﾙ103

072-661-0415

松本ほがらかクリニック

松本 浩明

〒569-1022 高槻市日吉台7-17-12

072-687-6525

まの・すぎのここどもクリニック

真野 利之

〒569-1141 高槻市氷室町1-25-1

072-669-7033

丸山眼科医院

丸山 俊郎

〒569-0812 高槻市登美の里町2-8

072-696-2149

みきゆうホームクリニック

栗生 猛

〒569-0064 高槻市庄所町2-9

072-648-3360

みきゆうホームクリニック

池田 昌人

〒569-0064 高槻市庄所町2-9

072-648-3360

三田村整形外科

三田村 有二 〒569-0824 高槻市川添2丁目27-3

072-692-8055

宮内内科クリニック

宮内 章光

〒569-1123 高槻市芥川町1-1-1 JR高槻駅NKﾋﾞﾙ2階

072-686-3330

宮田クリニック

宮田 賢

〒569-0804 高槻市紺屋町9-18 さつきﾋﾞﾙ2F

072-686-0055

宮田診療所

島津 保生

〒569-1142 高槻市宮田町2-5-28

072-696-0139

宮本診療所

川端 智津子 〒569-1022 高槻市日吉台二番町7-17

072-688-1374

宗光診療所

宗光 博文

〒569-1024 高槻市寺谷町38-15

072-687-6700

むねみつホームメディカルクリニック

宗光 俊博

〒569-0077 高槻市野見町5-45 Diamante2020 3階

072-661-2100

村上医院

村上 詩郎

〒569-0077 高槻市野見町2-56

072-675-1901

村上医院

村上 晴郎

〒569-0077 高槻市野見町2-56

072-675-1901

村上ペインクリニック・外科

村上 晴也

〒569-1121 高槻市真上町6丁目30-2

072-688-0011

門前医院

門前 秀

〒569-1114 高槻市別所新町2-20

072-681-7360

やすだクリニック

保田 浩

〒569-0007 高槻市神内2-25-3

072-684-8400

やまぐちクリニック

山口 研一郎 〒569-1145 高槻市富田丘町2-2 ｽﾃｰｼｱ高槻1階

072-690-5265

山崎医院

山崎 巖

072-687-7200

〒569-1031 高槻市松が丘1-3-10

【登録医名簿／高槻市】
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2020/10/23現在 6/6
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住

所
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横井整形外科医院

横井 英之

〒569-0004 高槻市上牧南駅前町5-8

072-669-4913

横山医院

横山 永

〒569-0071 高槻市城北町1-4-33

072-675-0009

吉栖外科整形外科

吉栖 和仁

〒569-0086 高槻市松原町17-18

072-671-1887

吉田医院

吉田 亮三

〒569-1121 高槻市真上町6-16-22

072-687-6380

吉田耳鼻咽喉科医院

吉田 政雄

〒569-1117 高槻市天神町1-9-20 JYﾋﾞﾙ2階

072-685-3387

りょうクリニック

梁 壽男

〒569-0824 高槻市川添2-2-21

072-696-3010

渡辺内科クリニック

渡邊 昭典

〒569-1141 高槻市氷室町4丁目2-10

072-695-8800

