
大阪市立十三市民病院　登録医一覧表 令和4年12月1日現在

医療機関名 住所短縮 電話 医療機関名 住所短縮 電話

ながしま脳神経外科
リハビリクリニック 新高2 06-6210-6175 ふくだ内科クリニック 宮原1 06-6398-0203

いばクリニック 新高3 06-6393-1800 斉藤女性クリニック 宮原1 06-6151-5582

おおうら眼科 新高3 06-6396-3636 磯貝内科 宮原2 06-6394-0460

おおた内科クリニック 新高3 06-6150-2888 井口クリニック 宮原2 06-6396-6111

さくらレディースクリニック 新高3 06-6150-2521 のぞみハートクリニック 宮原3 06-6397-8010

三国ゆう整形外科 新高3 06-6396-1374 [医]鈴木小児クリニック 宮原4 06-6396-7555

[医]紘祥会　日置クリニック 新高3 06-6392-1717 [医]協和会
聖徒クリニック 宮原4 06-6395-3051

[医]謙祐会 奥田医院 新高5 06-6392-0644 まさもと耳鼻咽喉科
アレルギー科 宮原4 06-6395-3387

中川整形外科クリニック 新高6 06-6396-6525 [医]門田診療所 宮原5 06-6394-2166

[医]森眼科 新高6 06-6397-1430 佐井眼科 宮原5 06-6393-8788

和田クリニック 新高6 06-6397-8577

さいとう耳鼻咽喉科 新高6 06-6393-8741 [医]拓海会大阪北
ホームケアクリニック 西宮原1 06-6350-0118

こおりた　ひろ整形
形成外科クリニック 西宮原1 06-6151-0055

武富耳鼻咽喉科医院 三津屋中2 06-6301-3356 高岡クリニック 西宮原3 06-6392-7876

[医]藤本医院 三津屋中2 06-6306-1810 かたおか整形外科脳神経
リハビリクリニック 西宮原3 06-6394-5570

[医]心愛会
しんあいクリニック 三津屋中2 06-6309-1077 もりたこどもクリニック 西宮原3 06-6395-2525

[医]栄弘会　宮下内科 三津屋北1 06-6301-4693 ひさこ内科クリニック 西宮原3 06-6397-6677

[医]安岡医院内科・循環器内科 三津屋北1 06-6301-6224

[医]大西クリニック 三津屋北1 06-6886-7767 [医]桂寿会
桂寿クリニック 加島2 06-6309-3581

やすだ整形外科 三津屋北1 06-6306-1969 あおばクリニック 加島3 06-6886-2100

いわた内科・耳鼻咽喉科
クリニック 三津屋北1 06-6390-3377 西村内科・神経内科
クリニック 加島3 06-6307-4114

木村レディースクリニック 三津屋北1 06-6304-0077 ファミリークリニック
なごみ 加島4 06-6300-5517

しま眼科クリニック 三津屋北1 06-6307-2311

木戸内科医院 十三元今里1 06-6300-1156

おおつきクリニック 三国本町2 06-6150-1880 [医]井上クリニック 十三元今里1 06-6308-7427

清水こどもクリニック 三国本町2 06-6396-8585 [医]吉田クリニック 十三元今里1 06-6309-3674

[医]立栄会　たてわき内科
・循環器内科クリニック 三国本町2 06-6392-7177 [医]真徳会
額田眼科診療所 十三元今里2 06-6301-5940

おばやしクリニック 三国本町3 06-6399-2201 [医]緒方会
緒方会クリニック 十三元今里2 06-6309-4647

小林皮フ科クリニック 三国本町3 06-6394-3200 星医院 十三元今里2 06-6309-6555

うらいさみ整形外科 三国本町3 06-6393-0300 博愛社診療所 十三元今里3 06-6301-8904

東淀川病院 三国本町3 06-6394-0551 宮崎整形外科 十三元今里3 06-6309-6725

安藝産婦人科クリニック 三国本町3 06-6393-2002

ふるた耳鼻咽喉科 三国本町3 06-6150-3387 かわばた
レディスクリニック 十三東2 06-6308-7660

[医]古東整形外科 三国本町3 06-6392-5266 天羽医院 十三東2 06-6301-3266

淀川区保健福祉センター 十三東2 06-6308-9861

塩野皮フ科 西三国1 06-6399-1112 かわさき内科 十三東2 06-6309-6011

[医]新医会
山崎クリニック 西三国1 06-6392-1650 高田医院整形外科・内科 十三東2 06-6185-7007

はるなクリニック 西三国1 06-4807-5130 十三泌尿器科 十三東2 06-6309-3008

ファミリークリニックあい 西三国1 06-6150-2051 希咲クリニック 十三東2 06-6476-7233

革島病院 西三国2 06-6391-1431 [医]眼科いしくら
クリニック 十三東2 06-6886-6681

わだ耳鼻咽喉科 西三国2 06-6397-8733 アン皮膚科クリニック 十三東2 06-6838-4767

本多眼科医院 西三国2 06-6395-2800 [医]適塾会　よどがわ
内科クリニック 十三東2 06-6300-7145

へいせい診療所 西三国2 06-6394-3921 外科豊田医院 十三東3 06-6301-3622

にしさか腎・泌尿器科
クリニック 西三国3 06-6397-7100 [医]細江クリニック 十三東3 06-6303-7814

モト心療内科クリニック 西三国4 06-6393-8341 小竹医院 十三東3 06-6131-8522

鍋島クリニック 十三東3 06-6301-3288

亀田医院 東三国1 06-6391-2344 きど内科・
小児科クリニック 十三東4 06-6195-7037

[医]医済会
やん整形外科医院 東三国2 06-6150-4114

吉村内科クリニック 東三国2 06-6396-0388 [医]健昌会　第二診療所 十三本町1 06-6303-0850

新生クリニック 東三国4 06-6391-5061 [医]秀壮会　第2秀壮会
クリニック 十三本町1 06-6309-1118

[医]修真会
福井整形外科 東三国4 06-6391-7800 淀川メンタルクリニック 十三本町１ 06-4805-5561

小川内科 東三国5 06-6392-1567 [医]晋晃会
ちはるクリニック 十三本町２ 06-6195-6886

こおりたクリニック 東三国5 06-6394-0055 金崎医院 十三本町2 06-6301-3989

さかがみ眼科 東三国5 06-6335-4136 [医]耳鼻咽喉科
田中医院 十三本町2 06-6301-6783

[医]修恩会
寺岡内科医院 東三国6 06-6399-0671 武田薬品工業株式会社
大阪診療所 十三本町2 06-6300-6346

[医]西出医院 東三国6 06-6392-1441

[医]吉田医院 東三国6 06-6398-3905 きぬがわ内科循環器内科 新北野3 06-6889-5200

淀川区宮原

淀川区十三東

淀川区西三国

淀川区十三本町

淀川区東三国

淀川区新北野

淀川区新高

淀川区西宮原

淀川区三津屋

淀川区加島

淀川区十三元今里

淀川区三国本町
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[医]齊藤整形外科医院 塚本1 06-6304-8102 米田産婦人科 蛍池東町 06-6857-1251

[医]岡本医院 塚本1 06-6303-3537 とくやま眼科 原田元町 06-6849-7922

いまい医院 塚本1 06-6301-1668 [医]康生会　豊中平成病院 原田中 06-6841-3262

[医]松岡眼科 塚本2 06-6307-0369 小林医院 三和町 06-6331-1240

渡辺医院 塚本2 06-6302-5261 [医]ひまわり　矢吹産婦人科
少路クリニック 小路 06-6850-0909

[医]水田診療所 塚本2 06-6304-8024 [医]健裕会　よこい整形
外科健康スポーツクリニック 西緑丘 06-6850-4511

なかき耳鼻咽喉科 塚本2 06-4806-8733 医療法人　はしクリニック 小路 06-6842-3230

[医]暁会
田辺整形外科 塚本2 06-6307-5151 ふくながクリニック 東豊中 06-6151-4199

[医]坂本医院 塚本2 06-6304-3530 喜多整形外科 庄内栄町 06-6331-2768

石井クリニック 塚本2 06-6307-1120 医療法人豊潤会　彭医院 庄内栄町 06-6335-0161

[医]秀壮会
秀壮会クリニック 塚本2 06-6302-1138 [医]明石医院 庄内幸町 06-6334-8503

[医]しもがき
泌尿器科クリニック 塚本2 06-6304-5454 [医]大野医院 庄内幸町 06-6331-1895

橋本クリニック 塚本3 06-6808-3300 [医]山崎眼科 庄内幸町 06-6331-6122

[医]和田内科 塚本4 06-6301-6007 [医]善正会　上田病院 庄内幸町 06-6334-0831

[医]市橋クリニック眼科 塚本4 06-6308-1066 やまもと内科 庄内西町 06-6335-5533

[医]すみくらクリニック 塚本5 06-6390-2776 なかむら消化器クリニック 庄内西町 06-4867-1923

中瀬整形外科 塚本5 06-6886-8384 もりおか眼科 庄内西町 06-6332-4146

[医]七施会　上辻医院 庄内西町 06-6331-2154

吉村耳鼻咽喉科 木川西2 06-6305-4927 [医]ひまわり　矢吹産婦
人科　庄内クリニック 庄内西町 06-6332-3970

うえだクリニック 木川西2 06-6195-8955 いのはら眼科 庄内西町 06-4867-2525

池永ペインクリニック内科 木川西2 06-6302-6767 こうり痛みと漢方の医院 庄内西町 06-6332-4114

北大阪医療生活協同組合　十三病院 木川西3 06-6303-8731 [医]優和会　ごうじ
泌尿器科クリニック 庄内西町 06-6336-5670

[医]庄豊会　　
飯尾クリニック 庄内西町 06-6336-2460

久保クリニック 木川東1 06-6195-1888 [医]豊原医院 庄内東町 06-6336-1166

[医]健生会　たつえｸﾘﾆｯｸ
整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 木川東2 06-4400-2360 大塚医院 庄内東町 06-6334-0005

かげやまクリニック 庄内東町 06-6335-1400

馬場内科クリニック 西中島1 06-6195-3730 澤木内科 庄本町 06-6332-2068

ならはら医院 西中島1 06-6301-2909 [医]村上医院 千成町 06-6336-2662

レディースクリニック
かたかみ 西中島1 06-6100-2525 橋中内科小児科クリニック 千成町 06-6331-1075

[医]敬節会
西中島クリニック 西中島3 06-6301-5706 [医]幸愛会　りか
レディースクリニック 曽根東町 06-6850-3339

古妻クリニック 西中島5 06-6885-5400 [医]みやじま医院 曽根南町 06-6863-0414

ふく在宅クリニック 西中島5 06-6838-4114 [医]小野クリニック 曽根南町 06-6868-0955

ＫＫＣウエルネス新大阪
健診クリニック 西中島6 06-6304-1532 [医]村尾診療所 大黒町 06-6334-6811

[医]遊心会
にじクリニック 西中島6 06-6301-0344 [医]高尾医院 大島町 06-6334-0288

咲く花診療所 西中島6 06-6301-0377 ゆたかクリニック 島江町 06-6334-1120

[医]すみれ会
今井クリニック 西中島7 06-6307-1224 すみだクリニック 浜 06-6334-3211

[医]思温会
思温第二クリニック 西中島7 06-4805-2810 奥田内科クリニック 服部元町 06-6865-1008

かめいクリニック 服部元町 06-4866-7110

あかぎ小児科 千舟 06-6474-0505 [医]うめかげレディース
クリニック 服部元町 06-4866-2323

[財]大阪労働衛生センター
第一病院 御幣島 06-6474-2975 [医]三木外科・内科 服部寿町 06-6862-3123

加島クリニック 御幣島 06-6475-8601 [医]良知会
中村クリニック 服部南町 06-6862-1332

こたけクリニック 柏里 06-4808-5518 [医]明成会　岸本医院 服部南町 06-6862-1325

[医]近藤産婦人科 柏里 06-6471-2103 上野内科 服部豊町 06-6863-6835

じくはら医院 佃 06-6472-4407 中村内科 服部本町 06-6862-5058

杉島クリニック 柏里 06-4808-3380 池田整形外科医院 服部本町 06-4866-3535

大英診療所 歌島 06-6474-0361 [医]雄々会　Ｄｒ．しんの
こどもクリニック 服部本町 06-6865-7722

[医]辰巳会
たつみ整形外科 佃 06-6477-2811 [医]拓海会
神経内科クリニック 宝山町 06-6841-2027

ナス医院 佃 06-6471-1236 [医]ＪＭＣ会
未咲クリニック 豊南町西 06-6334-1001

[医]恒心会　苗加病院 姫里 06-6471-0015 [医]森山外科胃腸科医院 豊南町西 06-6332-0007

はぶ眼科 千舟 06-6195-2228 [医]重原内科小児科医院 豊南町西 06-6331-1671

[医]福田診療所 歌島 06-6471-3200 水野産婦人科医院 末広町 06-6852-3853

[医]ももだ耳鼻咽喉科 姫里 06-6477-3387 松田医院 利倉西 06-6866-8008

山中医院 歌島 06-4808-2558

松岡医院 淡路 06-6323-0601

整形外科うるしたに
クリニック 淡路 06-6370-6100

ごとう内科・消化器内科 東淡路 06-6195-5107

[医]光誠会　ゆう
メディカルクリニック 豊新 06-6327-0550

豊中市

淀川区木川西

淀川区塚本

淀川区木川東

淀川区西中島

西淀川区

東淀川区
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[医]越田クリニック 北区角田町 06-6316-6090

[医]大歳内科 北区角田町 06-6315-7700

ふくだあやレディース
クリニック 北区紅梅町 06-6354-0088

[医]林クリニック 北区芝田 06-6372-1163

東本内科 北区茶屋町 06-6373-0381

てんかん・神経大阪南森町
いけだクリニック 北区天神橋 06-6357-0319

東梅田かなもりクリニック 北区太融寺町 06-6755-4501

梅田内科ファミリークリニック 北区梅田 06-6341-8008

黒川梅田診療所 北区梅田 06-6341-5222

[医]近藤クリニック 北区茶屋町 06-6375-2222

[財]関西労働保健協会附属
アクティ診療所 北区梅田 06-6345-2210

今村クリニック 北区梅田 06-6341-5881

おおたきく子クリニック 北区梅田 06-6147-8711

[医]豊仁会　荻野
レディースクリニック 北区梅田 06-6341-0003

大北メディカルクリニック 北区梅田 06-6344-0380

[医]共創会　ＡＭＣ西梅田
クリニック 北区梅田 06-4797-5660

北中レディースクリニック 北区梅田 06-6348-1404

ほしやまクリニック 北区梅田 06-6343-3511

ヤマダ医院 北区豊崎 06-6372-8558

まつおかレディース
クリニック 北区豊崎 06-6377-8601

うめだファティリティー
クリニック 北区豊崎 06-6371-0363

イークリニック 北区本庄西 06-6292-0155

[医]圓生会　松本診療所 旭区清水 06-6954-6328

腎･泌尿器科
安本クリニック 西成区岸里 06-6658-1182

環境保健協会
附設診療所 中央区大手前 06-4792-7082

[医]松本内科クリニック 中央区谷町 06-6768-6611

鈴木内科クリニック 都島区東野田町 06-6351-1002

大阪市立弘済院附属病院 吹田市古江台 06-6871-8013

[医]琢生会　神田
マタニティクリニック 吹田市江坂町 06-6330-3135

やすずみ眼科クリニック 池田市石橋 072-763-3096

伊藤産婦人科医院 南塚口町1 06-6426-6155

小野クリニック 東園田町 06-6497-0788

おおはしクリニック 東園田町 06-4960-1126

くさか医院 東園田町 06-6491-1001

よしだクリニック 東園田町 06-4950-0852

くまがいこどもクリニック 東園田町 06-6498-4455

江崎医院 東園田町 06-6493-3818

[医]久保医院 東園田町 06-6493-1990

[医]美雄会　細川内科医院 東園田町 06-6497-3332

[医]朗源会　大隈病院 杭瀬本町 06-6481-1667

JUN尼崎レディースクリニック 長州西通 06-6401-0188

たちばな眼科 東園田町 06-6493-3030

医療法人社団　徐クリニック 松籟荘 0798-54-8551

沢村泌尿器科クリニック 川面 0797-85-6181

坂本泌尿器科 朝日ヶ丘町 0797-35-5661

大阪市内

兵庫県尼崎市

兵庫県宝塚市

兵庫県芦屋市

兵庫県西宮市

大阪市外


