
中央区

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
 かすや整形外科クリ
ニック

加須屋　崇 542-0012
大阪市中央区谷町6-2-30 川島ビ
ル1階

06-6767-1118
整形外科、リハ
ビリテーション
科、リウマチ科

2
 大阪婦人子供既製服
健康保険組合健康管理
室

間島　行春 541-0056 大阪市中央区久太郎町2-3-15 06-6262-7123 内科、放射線科

3
 有本乳腺外科クリニッ
ク本町

有本　裕一 541-0048
大阪市中央区瓦町3-2-15 瓦町ウ
サミビル3階

06-6222-0180
乳腺外科、外
科、女性内科

4  小畠クリニック 小畠　昭重 542-0083
大阪市中央区東心斎橋2-5-27 幸
田ビル3階

06-6211-2119 内科

5
医療法人佳樹会 のりお
かクリニック

則岡　直樹 540-0025 大阪市中央区徳井町1-2-2 06-6943-6005
内科、小児科、
循環器科、皮膚
科

6
医療法人正育会 春木レ
ディースクリニック

春木　篤 542-0081
大阪市中央区南船場3-12-9 心斎
橋プラザビル東館8階

06-6281-8801 婦人科

7  水上クリニック 水上　健之亮 542-0067
大阪市中央区松屋町3-29 水上ビ
ル1階

06-6768-5858
耳鼻咽喉科、形
成外科、皮膚科

8  アサイクリニック 浅井　哲 542-0085
大阪市中央区心斎橋筋2-3-24
ジャパンライフビル3階

06-6213-9629 内科、皮膚科

9
医療法人雄仁会 すとう
レディースクリニック

周藤　雄二 542-0081
大阪市中央区南船場3-11-24 東京
都市開発御堂筋ビル4階

06-6244-8343 産婦人科

10
医療法人美龍会 はやし
レディース肛門泌尿器
クリニック

林　順子 542-0061
大阪市中央区安堂寺町2-6-3 アイ
ズワンⅢ2階

06-6770-5514
肛門外科、泌尿
器科、婦人科

11
医療法人壱燈会 なん
ば・ながたメンタルク
リニック

永田　利彦 542-0076
大阪市中央区難波3-5-8 三栄御堂
筋ビル3階

06-6645-1455
心療内科、精神
科、精神療法

12  前久保クリニック 前久保　邦昭 540-0012
大阪市中央区谷町1-2-6 京阪谷町
ビル3階

06-6946-3454
精神科、心療内
科
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http://kasuya-seikei.com/
http://kasuya-seikei.com/
http://www.arimotocl.com/
http://www.arimotocl.com/
http://norioka-clinic.byoinnavi.jp/pc/
http://norioka-clinic.byoinnavi.jp/pc/
http://haruki-cl.com/
http://haruki-cl.com/
https://mizukami-clinic.com/
http://www.asai-clinic.com/
https://www.sutou-lc.com/
https://www.sutou-lc.com/
https://hayashi-lady.com/
https://hayashi-lady.com/
https://hayashi-lady.com/
https://nanba-nagata.com/
https://nanba-nagata.com/
https://nanba-nagata.com/
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13 医療法人 坂本整形外科 河崎　美也子 541-0052
大阪市中央区安土町2-3-13 大阪
国際ビル16階

06-6266-0666 整形外科

14
 もり内科皮膚科クリ
ニック

森　茂生
森　宏美

540-0012
大阪市中央区谷町6-4-14 メル
ベーユ谷町1階

06-6767-0050

内科、消化器内
科、胃腸内科、
肝臓内科、皮膚
科、アレルギー
科

15
医療法人 こころのクリ
ニック和

和田　彰 541-0054
大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南
本町ビル1階

06-6226-7463
心療内科、精神
科

16  鮫島こころクリニック 鮫島　章郎 541-0053 大阪市中央区本町3-5-2 3階 06-6266-0160
精神科、心療内
科

17
医療法人 栗山クリニッ
ク

栗山　大作 541-0057
大阪市中央区北久宝寺町2-5-5 ロ
ベルビル2階

06-6251-2556 内科、婦人科

18 医療法人 髙折医院 髙折　和男 540-0036 大阪市中央区船越町2-3-2 06-6941-5429 内科、小児科

19
医療法人下肢静脈瘤研
究会 坂田血管外科クリ
ニック

坂田　雅宏 541-0043
大阪市中央区高麗橋1-7-3 The
Kitahama PLAZA3階

06-6121-2368 血管外科

20
医療法人正有会 かただ
クリニック

堅田　明浩 540-0013
大阪市中央区内久宝寺町3-1-13
ハイグレード谷五1階

06-4790-6511 内科、泌尿器科

21
医療法人 希望の森成長
発達クリニック

望月　貴博 540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央1-1-30
ビエラ森ノ宮3階

06-4790-8655

小児内分泌科、
内分泌内科、小
児胃腸科、胃腸
内科、小児科

22  大阪なんばクリニック 中川原　譲二 542-0076
大阪市中央区難波5-1-60 なんば
スカイオ9階

06-6648-8930 脳神経外科

23
医療法人大峯会 高山診
療所

辻　敬 542-0012
大阪市中央区谷町9-3-11 東谷町
ビル2階

06-6764-0515
精神科、心療内
科、内科

24
 大阪リウマチ・膠原病
クリニック

西本　憲弘 542-0081
大阪市中央区南船場4-4-10 辰野
心斎橋ビル5階

06-4708-8816
リウマチ科、ア
レルギー科、内
科、整形外科
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http://sakamoto-cl.com/
https://moricli.net/
https://moricli.net/
http://www.nagomi-kokoro.com/
http://www.nagomi-kokoro.com/
https://www.takaoriiin.com/
http://www.sakataclinic.com/
http://www.sakataclinic.com/
http://www.sakataclinic.com/
http://katada-clinic.com/
http://katada-clinic.com/
https://kibounomori-clinic.com/
https://kibounomori-clinic.com/
https://osakanamba-cl.com/
http://taihoukai.com/s/
http://taihoukai.com/s/
https://osaka-ra-clinic.com/
https://osaka-ra-clinic.com/
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25  いわもとクリニック 岩本　和峻 542-0081
大阪市中央区南船場3-5-11 心斎
橋フロントビル4階

06-6484-5208
整形外科、リハ
ビリテーション
科、耳鼻咽喉科

26
 ウィメンズクリニック
本町

藤野　祐司 541-0057
大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本
町南ガーデンシティ8階

06-6251-8686
産婦人科、生殖
補助医療

27
医療法人 松澤呼吸器ク
リニック

松澤　邦明 542-0086
大阪市中央区西心斎橋1-12-11
アーバンスタイル心斎橋2階

06-6120-3177
内科、呼吸器内
科

28  AMA Clinic 淡路町院 天方　義郎 541-0047
大阪市中央区淡路町3-2-13
ZELKOVA QUATTRO3階

06-4963-3473 0

29
医療法人桃恵会 心斎橋
いぬい皮フ科

乾　重樹 542-0081
大阪市中央区南船場3-5-11 心斎
橋フロントビル4階

06-6484-5755
皮膚科、アレル
ギー科、形成外
科

30  原田病院 原田　繁 542-0082 大阪市中央区島之内2-17-15 06-6211-1006 外科、整形外科

31
医療法人 むらのクリ
ニック

村野　実之
村野　直子

541-0045
大阪市中央区道修町4-4-10 KDX
小林道修町ビル1階

06-6228-3232 内科、胃腸内科

32
 血液内科太田クリニッ
ク・心斎橋

太田　健介 542-0081
大阪市中央区南船場3丁目5-11 心
斎橋フロントビル5階

06-6245-2117 血液内科
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http://www.iwamoto-cl.com/
http://wch-ivf.com/
http://wch-ivf.com/
https://www.matsuzawa-sas.com/
https://www.matsuzawa-sas.com/
http://www.ama-clinic.jp/
http://inuihifuka.com/
http://inuihifuka.com/
https://murano-clinic.com/
https://murano-clinic.com/
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