
阿倍野区

No 医療機関名
（青字はＨＰへリンク）

登録医 郵便番号 所在地 電話番号 標榜科

1  石原医院 岩井　潤子 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-19-24 06-6621-9616
内科、小児科、
胃腸内科、腎臓
内科、放射線科

2
 うえしま内科クリニッ
ク

上嶋　亮 545-0004
大阪市阿倍野区文の里2-11-25 メ
ディカルプラザ阿倍野2階

06-6655-0123
循環器内科、呼
吸器内科

3  岡医院 岡　成樹 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-41-5 06-6622-4821
内科、小児科、
胃腸科、循環器
科

4
医療法人柏蔭会 柏原医
院

柏原　紀美 545-0036 大阪市阿倍野区万代1-6-16 06-6622-1161
産婦人科、内
科、漢方内科

5 医療法人 河島医院 河島　祥彦 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-1-24 06-6629-2110
内科、小児内
科、外科、放射
線科

6  康クリニック 康　純明 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町3-10-3 グ
レースコートシーダバレーⅡ

06-6622-6123
消化器内科、外
科

7
医療法人 こじま眼科ク
リニック

小嶌　美惠子 545-0053
大阪市阿倍野区松崎町4-4-22 翡
翠マンション1階

06-6621-4508 眼科

8
医療法人坂本会 坂本ク
リニック

坂本　平守 545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-1-10 竹澤
ビル5階

06-6632-8735
耳鼻咽喉科、皮
膚科、小児科

9
 しんとう整形外科・リ
ウマチクリニック

神藤　佳孝 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2 06-6659-3478
リウマチ科、整
形外科、リハビ
リテーション科

10  すが内科クリニック
菅　保夫
菅　竜也

545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-6-27 06-6625-0222
内科、消化器
科、循環器内科

11 医療法人 杉本眼科 杉本　浩一 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-20-22 06-6624-1985 眼科

12
医療法人万代会 武田内
科クリニック

武田　正 545-0053
大阪市阿倍野区松崎町2-9-5 セレ
スタ阿倍野松崎103号

06-6480-9501 内科、消化器科
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http://www.ishihara-iin.com/
https://ueshima-naika.com/
https://ueshima-naika.com/
https://kashiwabara-lc.jp/
https://kashiwabara-lc.jp/
http://www.kawashima-cl.jp/
http://www.kou-clinic.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/kojimaeye/
http://www.myclinic.ne.jp/kojimaeye/
https://www.sakamotojibika.com/
https://www.sakamotojibika.com/
http://www.shinto-ort.com/
http://www.shinto-ort.com/
https://suga-naika.com/
http://www.asahi-net.or.jp/%7Ezr3m-sgmt/
http://takeda-naika.jp/
http://takeda-naika.jp/
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13
医療法人清雄会 竹林医
院

竹林　匡史 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-1 06-6621-5506
内科、リウマチ
科

14  田中内科クリニック 田中　新二 545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-1-15 ＫＫ
アドバンスビル3階

06-6646-1024
内科、糖尿病内
科

15
 たにメンタルクリニッ
ク

谷　宗英 545-0004
大阪市阿倍野区文の里2-11-25 メ
ディカルプラザ阿倍野6階

06-6655-0001
心療内科、精神
科

16 医療法人 中井医院 都倉　康正 545-0032 大阪市阿倍野区晴明通11-7 06-6661-3187
産婦人科、小児
科、内科

17  仲島クリニック 仲島　信也 545-0051
大阪市阿倍野区旭町2-1-1 あべの
マルシェ1階133

06-6645-6030 内科、胃腸科

18
 中島アレルギー・呼吸
器内科クリニック

中島　宏和 545-6022
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス22階

06-6657-7701
内科、呼吸器内
科、アレルギー
科

19  ひろせクリニック 広瀬　真 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1-21-22 06-6621-0111
循環器内科、内
科、リハビリ
テーション科

20  けいクリニック 藤原　けい 545-6022
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス22階

06-6622-1266 皮膚科

21
 ふじわら眼科クリニッ
ク

藤原　輝明 545-0014
大阪市阿倍野区西田辺町1-17-1
帝塚山クレバービル2階

06-6692-8957 眼科

22 医療法人 山田医院 山田　良宏 545-0023 大阪市阿倍野区王子町2-12-14 06-6622-3166
外科、内科、小
児科

23
医療法人高寿会 山本内
科・小児科

山本　文里 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-3-2 06-6621-3261 内科、小児科

24  山本クリニック 山本　啓介 545-6022
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス22階

06-6621-7010 泌尿器科
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http://website2.infomity.net/8030227/
http://website2.infomity.net/8030227/
https://www.tanakanaika.net/
http://tani-mc.com/
http://tani-mc.com/
http://nakajimaclinic.webmedipr.jp/
http://www.respiallergy.com/
http://www.respiallergy.com/
http://abeno-hiroseclinic.com/
http://keiclinic.k2h.net/
http://fujiwaraganka.com/
http://fujiwaraganka.com/
http://www.yamadaiin.net/
http://www.myclinic.ne.jp/ayari/
http://www.myclinic.ne.jp/ayari/
http://yamamoto-clinic.net/
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25
医療法人博寿会 横田医
院

横田　博志 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1-19-28 06-6622-1700

内科、漢方内
科、消化器内
科、循環器内
科、外科、肛門
外科、小児科、
皮膚科、整形外
科、リハビリ
テーション科、
放射線科、リウ
マチ科、アレル
ギー科

26 医療法人 吉田医院 吉田　明生 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町5-22 06-6622-4709
内科、小児科、
外科、放射線科

27
 よねざわ皮フ科クリ
ニック

米澤　陽子 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町5-12-16 グ
レースコートシーダバレーⅢ3階

06-6654-8070
皮膚科、アレル
ギー科

28  やはた内科クリニック 八幡　尚之 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町1-3-29　1
階

06-6624-3700
内科、糖尿病内
科、消化器内科

29  にしやま消化器内科 西山　範 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-23-18 06-4700-7700 消化器内科

30  あらいクリニック 新井　康之 545-0004
大阪市阿倍野区文の里2-11-25 メ
ディカルプラザ阿倍野3階

06-6690-0007
泌尿器科、腎臓
内科

31  むぎたにクリニック 麦谷　達郎 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-10-3 06-6616-7737
消化器内科、乳
腺外科、外科

32  みやたクリニック 宮田　啓 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31
アポロビル7階

06-6635-0550
心療内科、精神
科

33  まえさこ医院 江原　一雅 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-51-7 06-6622-3272

内科、脳神経外
科、小児科、放
射線科、神経内
科

34
 りかこレディースクリ
ニック

内田　里香子 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-15
阿倍野共同ビル7階

06-6625-7711
婦人科、美容皮
膚科
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http://yonezawa-hifuka.com/
http://yonezawa-hifuka.com/
http://yahata-clinic.com/
https://www.nishiyama-naika.com/
http://arai-uro.com/
http://mugitani-cl.com/
http://miyataclinic.com/
http://maesakoclinic.info/
https://rika-cli.jp/
https://rika-cli.jp/
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35
 山中脳神経外科・リハ
ビリクリニック

山中　一功 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北3-11-4
A・Tビル2階

06-6710-1515
脳神経外科、内
科、リハビリ
テーション科

36  河島クリニック 河島　輝明 545-0005 大阪市阿倍野区三明町1-3-26 06-7503-9862
内科、消化器
科、放射線科

37
 いのうえ小児科阪南ク
リニック

井上　彰子 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町4-2-20 06-6626-3745 小児科

38
 いたがねファミリーク
リニック

板金　広 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北2-11-
14

06-6713-0010
内科、循環器
科、小児科

39  友田眼科 友田　隆子 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-2 06-6631-8039 眼科

40  あべの松井クリニック 松井　英 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31
アポロビル5階

06-6647-2223
乳腺外科、外
科、内科

41  川﨑耳鼻咽喉科 川﨑　薫 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町2-9-5 06-6691-1458 耳鼻咽喉科

42 医療法人 西川医院 西川　正博 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-
10

06-6714-5218
産婦人科、小児
科

43 医療法人 大谷診療所 大谷　英一 545-0003 大阪市阿倍野区美章園2-2-5 06-6714-0148 内科

44
医療法人心明会 レ
ディースクリニックさ
わだ

澤田　育子 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1-
100 あべのルシアス1階

06-6641-0981 婦人科、内科

45  いたがね整形外科 板金　寛昌 545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-20-19 06-6627-1010

整形外科、内
科、リウマチ
科、リハビリ
テーション科

46  愛田クリニック 愛田　良樹 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2
アベノサンガビル2階

06-6651-8222 内科、循環器科
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https://yamanakacl.com/
https://yamanakacl.com/
https://inoue-kids.com/
https://inoue-kids.com/
https://www.tomoda-ganka.com/
http://abenomatsui-clinic.com/
https://kawasaki-ent.jp/
https://www.nlc1.net/
http://www.clinic-sawada.com/
http://www.clinic-sawada.com/
http://www.clinic-sawada.com/
https://www.itaganemed.com/
https://aida-clinic.com/


阿倍野区

No 医療機関名
（青字はＨＰへリンク）

登録医 郵便番号 所在地 電話番号 標榜科

47
医療法人平治会 SALA
レディースクリニック

桝田　充彦 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町5-17-20 エ
ムズスクエア西田辺2階

06-6622-0221 婦人科

48
医療法人医修会 秋田医
院

松木　智子 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-2
アベノクオレ110号

06-6633-9413

内科、循環器
科、小児科、外
科、リハビリ
テーション科

49
医療法人純正会 鶴ヶ丘
東診療所

東　純哉 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町2-9-8 06-6693-2101
内科、小児科、
循環器科、放射
線科

50 医療法人 平山診療所 平山　哲也 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3-10-20 06-6622-3102 内科、小児科

51
医療法人祐里会 かねこ
整形外科

金子　徳寿 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-10-3 06-6657-6633
整形外科、リハ
ビリテーション
科

52
医療法人平山診療所 平
山眼科

平山　容子 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3-10-8 06-6624-6477 眼科

53
 整形外科みなとクリ
ニック

湊　康行 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町2-10 06-6622-3710
整形外科、内
科、皮膚科、リ
ウマチ科

54
 なかおかレディースク
リニック

中岡　幸治 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町1-50-10 日
栄ビル1階

06-4703-3180 産婦人科

55
 整形外科・内科しょう
もとクリニック

庄本　正人 545-0023 大阪市阿倍野区王子町3-6-8 06-7176-2327

整形外科、内
科、リウマチ
科、リハビリ
テーション科

56
医療法人 やまぐち整形
外科クリニック

山口　博史 545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-6-12 06-7894-1010

整形外科、内
科、リウマチ
科、リハビリ
テーション科

57
医療法人青葉会 田中外
科医院

田中　純一 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-24-20 06-6691-1064
外科、消化器内
科、肛門科

58  河田医院 河田　泰彦 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2-4-20 06-6719-0381 内科、婦人科
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https://www.sala-lc.com/
https://www.sala-lc.com/
https://akita-cl.jp/
https://akita-cl.jp/
https://www.jtac.jp/
https://www.jtac.jp/
https://www.hirayama-clinic.jp/
http://www.kaneko-seikeigeka.jp/
http://www.kaneko-seikeigeka.jp/
http://nakaoka-lc.jp/
http://nakaoka-lc.jp/
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59
医療法人久内会 きゅう
ない耳鼻咽喉科

久内　一史 545-0004
大阪市阿倍野区文の里2-11-25 5
階

06-4399-5971
耳鼻咽喉科、ア
レルギー科

60  辻野診療所 辻野　正隆 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町3-32-8 06-6621-9053
内科、小児科、
皮膚科

61  やました内科 山下　直利 545-0032 大阪市阿倍野区晴明通5-6 06-6657-2557 内科、循環器科

62
 よりおか胎児クリニッ
ク

依岡　寛和 545-6090
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス21階

06-6622-7070 産科、産婦人科

63  いわさき内科医院 岩﨑　真佳 545-0035 大阪市阿倍野区北畠1-1-5 06-6654-5035
循環器内科、糖
尿病内科、眼科

64
 しのはらようこ　レ
ディースクリニック

篠原　葉子 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北2-31-
27

06-6714-5515 産婦人科

65  さわクリニック 澤　禎徳 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町4-2-29 ネ
オスビル1階

06-4399-3811 内科

66  さくら乳腺クリニック 浅野　有香 545-0051
大阪市阿倍野区旭町１丁目１-24
豊光園ビル1階

06-6632-0200
乳腺外科、内
科、外科

67 医療法人 久保田医院 久保田　佳伸 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北3-9-18 06-6719-3277

内科、循環器
科。小児科、リ
ハビリテーショ
ン科

68  たしま皮フ科形成外科 田島　宏樹 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2
アベノサンガビル3階

06-4398-4112
皮膚科、形成外
科

69  まえさこ医院 江原　悠 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-51-7 06-6622-3272
脳神経外科、内
科、外科、小児
科

70 医療法人 河診療所 河　正訓 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町5丁目11番
13号

06-6629-6161
内科、小児科、
リハビリテー
ション科
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https://itp.ne.jp/info/277745515141861850/
https://yorioka-taiji-clinic.com/
https://yorioka-taiji-clinic.com/
https://www.iwasaki-klinikum.com/
https://shinohara-lc.jp/
https://shinohara-lc.jp/
https://sakura-breast-osaka.com/
http://www.kubotaiin.com/
http://maesakoclinic.info/
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71  中野医院 中野　晋吾 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町12-18 06-6621-1238 整形外科、内科

72
医療法人 トキワクリ
ニック

柏木　宗憲 545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-1-17 サン
ビル阿倍野2階

06-6585-7706
泌尿器科（人工
透析）
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https://www.tokiwa-clinic-osaka.com/
https://www.tokiwa-clinic-osaka.com/
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