
住吉区

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
医療法人慶秋会 あきや
まクリニック

秋山　慶太 558-0047 大阪市住吉区千躰2-2-9 06-6674-8000
内科、呼吸器内
科、アレルギー
科

2
医療法人上野会 上野ク
リニック

上野　正勝 558-0004 大阪市住吉区長居東4-21-26 06-6609-1650

外科、肛門外
科、乳腺外科、
整形外科、気管
食道外科、消化
器内科、小児外
科、リハビリ
科、麻酔科

3
医療法人カメリア 帝塚
山椿館クリニック

上間　武 558-0053 大阪市住吉区帝塚山中3-5-11 06-6690-0710
心療内科、神経
内科、精神科

4 医療法人 何クリニック 何　國彦 558-0052 大阪市住吉区帝塚山西1-1-23 06-6658-1500
内科、消化器内
科

5 医療法人 河南医院 河南　里江子 558-0053 大阪市住吉区遠里小野1-12-9 06-6691-1322
呼吸器内科、循
環器内科、アレ
ルギー内科

6  北野整形外科 北野　安衛 558-0003 大阪市住吉区長居1-3-10 06-6690-5750 整形外科

7  こだまクリニック 児玉　昌身 558-0055 大阪市住吉区万代3-12-5 06-6627-9731
内科、呼吸器内
科

8  小松原千鶴子診療所 小松原　千鶴子 558-0044
大阪市住吉区長峡町6-7 住吉公園
パインクレスト1階

06-6671-1160 内科、神経内科

9  坂口医院 坂口　好秀 558-0004 大阪市住吉区長居東4-11-12 06-6690-2412
内科、循環器内
科

10
医療法人社団真希会
チョウクリニック

趙（松田）　顕三 558-0004
大阪市住吉区長居東3-15-14 ＮＴ
Ｔビル1階

06-6608-7813 内科、小児科

11
医療法人希望会 辻村内
科循環器科

辻村　英一郎 558-0011
大阪市住吉区苅田5-15-13 Ｓビル
3階

06-6606-2525 内科、循環器科
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http://www.akiyama-clinic.jp/
http://www.akiyama-clinic.jp/
http://uenoclinic.com/
http://uenoclinic.com/
http://www.tezukayama-tsubakikanclinic.jp/
http://www.tezukayama-tsubakikanclinic.jp/
http://www.ka-clinic.jp/
http://kitanoseikei.syarasoujyu.com/
http://sakaguchi-iin.com/
http://www.agnus.jp/clinic/
http://www.agnus.jp/clinic/
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12 医療法人 成山医院 成山　和功 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-23-24 06-6671-4682 内科、循環器科

13  畑内科クリニック 畑　直成 558-0003 大阪市住吉区長居3-8-3 06-6695-1044 内科

14
医療法人惠愛会 クリ
ニック畑森

畑森　信夫 558-0023 大阪市住吉区山之内2-9-11 06-6692-4819 内科

15
 まえぼう内科クリニッ
ク

前坊　義正 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-8-27 06-4700-8800
内科、呼吸器内
科、アレルギー
科

16  三橋医院 三橋　二良 558-0011 大阪市住吉区苅田8-6-27 06-6698-0661
整形外科、内
科、リハビリ
テーション科

17  山本医院 山本　茂宏 558-0044 大阪市住吉区長峡町4-45 06-6671-2469
内科、小児科、
循環器科

18
医療法人美喜有会 さか
もとクリニック

坂本　貞範 558-0041 大阪市住吉区南住吉1-23-17 06-6695-5551

整形外科、リハ
ビリテーション
科、内科、脳神
経外科、リウマ
チ科、外科、ペ
インクリニック
外科

19
医療法人 いわがき内科
クリニック

岩垣　明隆 558-0013
大阪市住吉区我孫子東1-1-29 ド
ムール長居南館１階

06-6616-7081
呼吸器内科、感
染症内科、アレ
ルギー科、内科

20
 ふくだレディースクリ
ニック

福田　洋 558-0001 大阪市住吉区大領5-4-23-101 06-6699-1239 産婦人科

21 医療法人 広畑医院 廣畑　健 558-0003 大阪市住吉区長居3-12-19 06-6691-3787
内科、皮膚科、
外科

22
医療法人山裕会 山本ク
リニック

山本　茂 558-0013
大阪市住吉区我孫子東2-4-3 レグ
ルス我孫子1階

06-6696-3550 脳神経外科
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http://www.hata.com/
http://www.clinic-hatamori.com/
http://www.clinic-hatamori.com/
http://maebo-naika.com/
http://maebo-naika.com/
http://www.mitsuhashi-cl.jp/
https://yamamotoiin2469.wixsite.com/yamamotoiin
http://job-gear.jp/mikiyukai/sakamoto/
http://job-gear.jp/mikiyukai/sakamoto/
http://www.iwagakinaika.jp/
http://www.iwagakinaika.jp/
http://fukuda-l.com/
http://fukuda-l.com/
http://www.hirohataiin.com/
https://www.yamamotoclinic.jp/
https://www.yamamotoclinic.jp/
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23  井谷医院 井谷　篤史 558-0055 大阪市住吉区万代6-19-29 06-6672-3302
内科、消化器内
科、循環器内科

24
 たつたレディースクリ
ニック

辰田　一郎 558-0011
大阪市住吉区苅田5-19-19 あびこ
駅前クリニックモール3階

06-6696-6080 産婦人科

25  むらおか耳鼻咽喉科 村岡　道徳 558-0003 大阪市住吉区長居2-10-6 06-6606-6811
耳鼻咽喉科、形
成外科

26  耳鼻咽喉科岡本医院 岡本　光明 558-0011 大阪市住吉区苅田9-15-12 06-6696-3387 耳鼻咽喉科

27  新居内科 新居　貞雄 558-0032 大阪市住吉区遠里小野1-10-24 06-6609-8230 内科

28 医療法人 北谷医院 北谷　香代子 558-0011 大阪市住吉区苅田7-8-4 06-6698-9757 内科、小児科

29
医療法人紀陽会 長居ク
リニック

田中　利一 558-0041 大阪市住吉区南住吉2-6-60 06-6678-2200
内科（透析内
科）

30
医療法人翔寿会 こんど
う整形外科クリニック

建道　寿教 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-4-29 06-6690-5353
整形外科、リウ
マチ科、リハビ
リテーション科

31  さらたにクリニック 更谷　優子 558-0051 大阪市住吉区東粉浜2-20-2 06-6673-3000
内科、外科、消
化器内科

32
医療法人陽光会 市吉医
院

市吉　浩 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-1-35 06-6691-1674
内科、小児科、
耳鼻科、眼科

33
 むらやま大腸肛門クリ
ニック

村山　浩之 558-0013
大阪市住吉区我孫子東2-7-38 ク
リニックステーションあびこ4階

06-6115-7064
肛門外科、内視
鏡内科、消化器
内科、内科

34  畑小児科 中　篤子 558-0003 大阪市住吉区長居3-9-3 06-6691-5919 小児科
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https://www.tatsuta-lc.com/
https://www.tatsuta-lc.com/
http://muraoka-jibika.com/
https://www.kondo-seikei.jp/
https://www.kondo-seikei.jp/
https://saratani-cl.com/
https://mura-colopro.com/
https://mura-colopro.com/
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35  タナカクリニック 田中　好男 558-0011 大阪市住吉区苅田3-9-5 06-6696-8755
内科、消化器内
科、肝臓内科、
眼科

36
医療法人新生会 にいの
ぶ内科

新居延　忠昭 558-0015 大阪市住吉区我孫子西2-7-7 06-6691-1577 内科、胃腸内科

37
 くろやま内科・在宅ク
リニック

玄山　宗到 558-0011
大阪市住吉区苅田3-13-2 サンシ
ティマンション1階

06-6607-3330
内科、呼吸器内
科

38  潤皮ふ科 原田　潤 558-0003 大阪市住吉区長居2-12-4 06-6692-1212
皮膚科、アレル
ギー科、小児皮
膚科

39  森永クリニック 森永　眞 558-0004 大阪市住吉区長居東4-5-15-103 06-6696-6227 内科

40
医療法人愛育会 かじも
と皮膚科医院

清水　裕希 558-0011
大阪市住吉区苅田3-17-20 サンラ
イズヤマウチ1階

06-6692-7873 皮膚科

41  なかがわクリニック 中川　宏之 558-0013 大阪市住吉区我孫子東2-3-2 06-6616-7765

内科、外科、消
化器内科、肛門
外科、リハビリ
テーション科

42  久我医院 久我　隆一 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-27-10 06-6671-4385 耳鼻咽喉科

43  沢井産婦人科 澤井　啓祐 558-0032 大阪市住吉区遠里小野3-4－8 06-6694-1115
産婦人科、皮フ
科

44
 白木整形外科クリニッ
ク

白木　隆士 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東1-1-2 06-6674-8055
整形外科、リウ
マチ科、リハビ
リテーション科

45
医療法人光陽会 小森内
科

小森　忠光 558-0011
大阪市住吉区苅田7-11-10 平元ハ
イツ1階

06-6696-1171 内科

46
 ひつじ Baby＆Kids
Clinic

野村　志保 558-0056 大阪市住吉区万代東２丁目2-22 06-6606-1243
小児科、新生児
科
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https://tanaka-me-clinic.jp/
https://niinobu-naika.com/
https://niinobu-naika.com/
https://kuroyama-clinic.com/
https://kuroyama-clinic.com/
https://jun-hifuka.jp/
https://kajimoto-derma.com/
https://kajimoto-derma.com/
http://clinic-nakagawa.jp/
http://www.sawai-lc.com/
http://www.shiraki-seikeigeka.com/
http://www.shiraki-seikeigeka.com/
http://www.komori-naika.com/
http://www.komori-naika.com/
https://hitsuji-cl.com/
https://hitsuji-cl.com/
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47  桂診療所 桂　勇人 558-0032 大阪市住吉区遠里小野5-12-34 06-6691-2087 内科
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