
住之江区

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  あだちクリニック 足立　京子 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋4-1-40 06-6681-7088 内科、小児科

2
医療法人恵仁会 小野内
科医院

後藤　清
後藤　惠子

559-0001 大阪市住之江区粉浜1-24-19 06-6671-1939
内科、小児科、
消化器科

3  なかのクリニック 中野　雅貴 559-0003 大阪市住之江区安立4-4-7 06-6678-5550
外科、消化器内
科、内科

4  花田内科医院 花田　一宏 559-0024 大阪市住之江区新北島3-7-1 06-6682-7060 内科、放射線科

5  はりむら眼科 播村　佳昭 559-0005 大阪市住之江区西住之江1-11-7 06-6678-4146 眼科

6
社会医療法人三宝会 南
港病院

三木　康彰
三木　宏真

559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15 06-6685-8801

内科、外科、整
形外科、皮フ泌
尿器科、消化器
内科、循環器内
科、リハビリ
テーション科、
放射線科、麻酔
科

7
医療法人弘善会 矢木ク
リニック

矢木　崇善 559-0003 大阪市住之江区安立1-4-3 06-6675-6198
内科、脳外科、
整形外科

8
医療法人佑克会 大久保
内科クリニック

大久保　知之 559-0017
大阪市住之江区中加賀谷3-2-3 プ
ライム加賀谷2A

06-4702-3150 内科、循環器科

9
医療法人幸樹会 木下内
科

木下　幸輔 559-0016
大阪市住之江区西加賀屋4-3-5 朝
日プラザ住之江公園1階

06-6682-8255
内科、消化器内
科、循環器内科

10
社会医療法人三宝会 南
港クリニック

北野　昇一 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15 06-6685-8801
内科、小児科、
婦人科

11
医療法人香久会 後藤ク
リニック

後藤　毅 559-0017
大阪市住之江区中加賀屋4-3-26
グランドールメゾン1階

06-6682-0705 泌尿器科
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http://www.ono-nai.com/
http://www.ono-nai.com/
http://www.nanko-hp.com/
http://www.nanko-hp.com/
http://kouzenkai.info/cranial/clinic/clinic01/
http://kouzenkai.info/cranial/clinic/clinic01/
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http://www.nanko-hp.com/
http://www.nanko-hp.com/
https://www.goto-uro.com/
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12  東野クリニック 東野　文男 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-1-2 06-6678-9255 小児科、内科

13
社会医療法人景岳会 南
大阪病院

飛田　忠之
宮越　一穂
福田　隆

559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 06-6685-0221
リハビリテー
ション科、循環
器内科、内科

14  フクセ耳鼻咽喉科 福瀬　信也 559-0017
大阪市住之江区中加賀谷3-10-18
ドリーム中加賀谷2階

06-6683-8793 耳鼻咽喉科

15
医療法人郁芳会 耳鼻咽
喉科すぎたクリニック

杉田　雅彦 559-0024
大阪市住之江区新北島1-2-1 オス
カードリーム5階

06-4702-8733
耳鼻咽喉科、ア
レルギー科

16  馬場耳鼻咽喉科 馬場　謙治 559-0024
大阪市住之江区新北島3-8-54 シ
キツビル2階

06-6686-3387
耳鼻咽喉科、ア
レルギー科、気
管食道科

17
医療法人健正会 浜崎医
院

濵﨑　憲夫 559-0014 大阪市住之江区北島3-6-27 06-6681-0361 内科、胃腸科

18
医療法人 眼科にしかわ
クリニック

西川　満太郎 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-13-8 06-6672-8008 眼科

19  池川医院 池川　清彦 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋2-18-9 06-6681-1213 内科、小児科

20  浅田クリニック 浅田　一仁 559-0001 大阪市住之江区粉浜2-10-39 06-6678-9329
形成外科、皮フ
科

21
医療法人 もとだ整形外
科クリニック

元田　忠伸 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋1-14-22 06-6224-3000
整形外科、リハ
ビリテーション
科、リウマチ科

22  みやたけ泌尿器科 宮武　竜一郎 559-0015
大阪市住之江区南加賀屋3-2-18-2
階

06-6682-8071 泌尿器科

23  住ノ江駅前クリニック 金　鏞民 559-0005 大阪市住之江区西住之江1-1-41 06-6678-2525
内科、消化器内
科、内視鏡内科
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http://www.minamiosaka.com/
http://www.minamiosaka.com/
http://sugita-ent.jp/
http://sugita-ent.jp/
http://www.baba-jibika.jp/
http://kensyokai.com/facility/clinic/index.html
http://kensyokai.com/facility/clinic/index.html
http://www.myclinic.ne.jp/nishikawa/pc/
http://www.myclinic.ne.jp/nishikawa/pc/
https://www.motoda-clinic.jp/
https://www.motoda-clinic.jp/
http://www.dr-miyatake.jp/
http://www.suminoe-clinic.com/
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24
医療法人 あきの整形外
科

秋野　一男 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-2-3 06-6683-8808
整形外科、リハ
ビリテーション
科、リウマチ科

25 医療法人 蛭間医院 蛭間　正人 559-0003 大阪市住之江区安立4-1-12 06-6673-3031 内科、小児科

26  みなみクリニック 南　憲司 559-0002
大阪市住之江区浜口東2-8-11
シェヌーパレ1階

06-4701-8500
内科、呼吸器内
科、アレルギー
内科

27 医療法人 住吉内科 裴　起栄 559-0006 大阪市住之江区浜口西3-12-5 06-6673-7552
内科、神経科、
精神科、放射線
科

28
医療法人 平野内科クリ
ニック

平野　昌也 559-0013
大阪市住之江区御崎1-3-13 ギャ
レ住之江101号

06-6685-0897 内科、消化器科

29
医療法人 中田内科クリ
ニック

中田　秀治 559-0004 大阪市住之江区住之江2-7-18 06-6675-8595
内科、消化器
科、放射線科

30  畠中医院 畠中　謙治 559-0005 大阪市住之江区西住之江2-16-7 06-6671-6739 小児科、内科

31  あさだクリニック 朝田　拓治 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋3-4-7 06-6684-2212 産婦人科、内科

32
医療法人梓良成会 双葉
クリニック

嘉元　章人 559-0013 大阪市住之江区御崎3-6-2 06-6616-7851 透析科

33
 なかむらレディースク
リニック

中村　哲生 559-0005
大阪市住之江区西住之江1-1-31
N.KLASS住ノ江1階

06-6675-1211 産婦人科

34  おおた内科クリニック 大田　宗司 559-0013 大阪市住之江区御崎2-1-1 06-6686-8225
内科、糖尿病内
科

35
医療法人 中野脳神経外
科クリニック

中野　敦久 559-0001
大阪市住之江区粉浜2-9-14 コハ
マビル1階

06-6654-8865
脳神経外科、神
経内科
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http://minami-cl.net/
http://www.eonet.ne.jp/%7Esumiyoshinaika/
http://www.asadaclinic.jp/
http://www.web-know.com/nlc/
http://www.web-know.com/nlc/
http://ota-naika.jp/
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http://www.nakanoclinic-ns.jp/
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36
医療法人高仁会 小山医
院

小山　茂和 559-0012
大阪市住之江区東加賀屋3-12-18
ラヴィリンス1階

06-6685-3105
整形外科、リハ
ビリテーション
科

37  森田医院 森田　恵 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋4-5-23 06-6682-2397 小児科、内科

38  松崎医院 松﨑　有宏 559-0001 大阪市住之江区粉浜3-3-23 06-6678-0330
内科、麻酔科
（ペインクリ
ニック）

39
 はなぶさ女性クリニッ
ク

英　久仁子 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋2-8-12 06-6686-6111 産婦人科

40  さくま診療所 佐久間　知子 559-0022
大阪市住之江区緑木1丁目1-35 植
田マンション1階

06-6115-3935
内科、糖尿病内
科
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http://koyama-clinic.net/
http://koyama-clinic.net/
https://hanabusa-ladies.com/
https://hanabusa-ladies.com/
http://www.sakuma-clinic.jp/
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