
天王寺区

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
医療法人桜済会 寺田町
クリニック

片岡　威博 543-0052
大阪市天王寺区大道4-10-15 ＮＫ
Ｍ-1ビル2階

06-6773-3001

整形外科、リハ
ビリテーション
科、婦人科、緩
和ケア内科、内
科、外科

2  小出内科神経科 小出　泰道 543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町3-5 06-6779-2003
てんかん、神経
内科、内科、精
神科

3  チヒロ皮膚科医院 安永　千尋 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-6-27 06-6711-0011 皮膚科

4
 上本町わたなべクリ
ニック

渡邊　章範 543-0037 大阪市天王寺区上之宮町1-15 06-6772-0075
内科、循環器
科、リハビリ
テーション科

5  伊原クリニック 伊原　義博 543-0001
大阪市天王寺区上本町6-3-31-
501 うえほんまちハイハイタウン
5階

06-6773-6086 泌尿器科

6  かわぎし内科 川岸　隆彦 543-0056
大阪市天王寺区堀越町16-10 大信
ビル9階

06-6776-8111
内科、消化器内
科

7
 大阪府医師会保健医療
センター

小川　隆平 543-0011 大阪市天王寺区清水谷町19-14 06-6768-1450

8
 ももだに皮ふ科クリ
ニック

上原　慎司 543-0042
大阪市天王寺区烏ヶ辻1-3-1 熊谷
ビル5階

06-6779-4112
皮膚科、形成外
科、アレルギー
科

9
 ふなおペインクリニッ
ク

舟尾　友晴 543-0044 大阪市天王寺区国分町19-4-2F 06-6771-1374
ペインクリニッ
ク内科、麻酔
科、漢方内科

10  前田クリニック 前田　克昭 543-0001
大阪市天王寺区上本町6-3-31-
406

06-6771-2325
消化器外科、消
化器内科、肛門
科、外科

11
医療法人 河村クリニッ
ク

河村　裕憲 543-0001 大阪市天王寺区上本町5-6-9 06-6761-6788
泌尿器科、内
科、人工透析

12
医療法人 福井クリニッ
ク

福井　雄一 543-0041
大阪市天王寺区真法院町6-12 真
法院JNビル2階

06-6771-2919
外科、内科、胃
腸内科、整形外
科、小児外科
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https://www.teradacholadies.com/
https://www.teradacholadies.com/
http://koidenaikashinkeika.com/
http://www.chihiro-hifuka.net/
https://uehonmachi.tv/
https://uehonmachi.tv/
http://www.kawagishi-naika.com/
https://momodani-hifuka.com/
https://momodani-hifuka.com/
http://www.funaopain.jp/
http://www.funaopain.jp/
http://www.kawamura-clinic.com/
http://www.kawamura-clinic.com/
http://www.fukui-cli.com/
http://www.fukui-cli.com/
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13
医療法人慈洋会 赤垣ク
リニック

赤垣　洋二 543-0052
大阪市天王寺区大道1-4-9 大信ビ
ル2階

06-6775-1736
腎臓内科（人工
透析）、内科、
循環器内科

14 医療法人 喜多岡医院 喜多岡　雅典 543-0052
大阪市天王寺区大道3-1-23
EMA201

06-6771-8025
内科、小児科、
胃腸科、肛門科

15
医療法人松翔会 松尾つ
るはしクリニック

松尾　智央 543-0023 大阪市天王寺区味原町13-9-1階 06-6764-0858
皮膚科、内科、
漢方内科、泌尿
器科

16
医療法人 平山クリニッ
ク

平山　栄一 543-0063
大阪市天王寺区茶臼山町1-18 天
王寺エルムビル2階

06-6775-8585
精神科、心療内
科

17  じょうこうクリニック 上甲　政德 543-0014
大阪市天王寺区玉造元町3-9 八光
ビル6階

06-6796-8585
泌尿器科、人工
透析内科

18
社会医療法人寿楽会 寿
楽会クリニック

櫻井　真由美 543-0052 大阪市天王寺区大道4-1-11 06-6779-1226 腎臓内科

19  裕生会クリニック 井上　徹 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39 06-6770-1310 人工透析内科

20 医療法人 中村医院 中村　弘樹 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町4-3 06-6766-1223

内科、胃腸科、
肛門科、外科、
リハビリテー
ション科

21
 宮原レディスクリニッ
ク

宮原　義良 543-0045 大阪市天王寺区寺田町1-7-3 06-4305-8806 産婦人科

22
医療法人山勝会 ほがら
か☆クリニック

山田　勝彦 543-0021 大阪市天王寺区東高津町9-11 06-6777-8212
小児科、内科、
アレルギー科

23  森本医院 森本　悦司 543-0014
大阪市天王寺区玉造元町2-4 玉造
トップス2階

06-6768-5771
内科、麻酔科
（ペインクリ
ニック）

24  松井胃腸科クリニック 松井　成生 543-0071
大阪市天王寺区生玉町2-3 小出ビ
ル3階

06-6770-2226
消化器内科（胃
腸内科）、外
科、肛門外科
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https://akagaki-clinic.jp/
https://akagaki-clinic.jp/
https://kitaokaclinic.jp/
http://tsuruhashi-clinic.com/
http://tsuruhashi-clinic.com/
https://hirayama-mentalclinic.com/
https://hirayama-mentalclinic.com/
https://joko-cl.com/
http://www.jurakukai-clinic.jp/
http://www.jurakukai-clinic.jp/
http://yuseikai.info/
http://www.myclinic.ne.jp/naka_iin/
https://www.hogaraka-clinic.com/
https://www.hogaraka-clinic.com/
https://itp.ne.jp/info/277015407195370570/
http://www.matsuiclinic.jp/
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25  西下消化器クリニック 西下　正成 543-0054
大阪市天王寺区南河堀町6-33 モ
モセツインビル8階

06-6779-7979
消化器科、内
科、循環器科

26
医療法人淑蘭会 上本町
ヒロミレディースクリ
ニック

橋本　弘美 543-0001
大阪市天王寺区上本町6-6-26 上
六光陽ビル3階

06-6777-8824 産婦人科、内科

27
医療法人岡田会 岡田ク
リニック

安田　英あき 543-0056
大阪市天王寺区堀越町16-10 大信
ビル7,8階

06-6773-5568 人工透析科

28
医療法人太雅会 辻賢太
郎クリニック

辻　賢太郎 543-0027
大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-52
ウェルライフ上本町202

06-6772-3939
内科、消化器内
科、胃腸内科

29
医療法人 後藤耳鼻咽喉
科寺田町院

後藤　淑子 543-0044
大阪市天王寺区国分町19-4 寺田
町クリニックビル3階

06-6775-7060
耳鼻咽喉科、小
児耳鼻咽喉科、
アレルギー科

30 医療法人 脇本産婦人科 脇本　博 543-0012 大阪市天王寺区空堀町1-19 06-6761-5537
産婦人科、麻酔
科

31  たかせ皮フ科 髙瀬　早和子 543-0002 大阪市天王寺区上汐4-5-30 06-6770-2008
皮膚科、アレル
ギー科

32  高クリニック 高　直義 543-0025
大阪市天王寺区下味原町3-9 下味
原BWIビル6階

06-6319-8810 精神科

33
 てんのうじちひろウィ
メンズクリニック

宇垣　弘美 543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町4-16 06-6773-1138
婦人科、漢方内
科、女性内科、
産婦人科

34
医療法人華拓昇会 あづ
ま脳神経外科リハビリ
クリニック

我妻　敬一 543-0072 大阪市天王寺区生玉前町2-6 06-4303-5720
脳神経外科、神
経内科、リハビ
リテーション科

35  片岸医院 片岸　達夫 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町9-41 06-6771-6356
内科、消化器内
科
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https://www.nisisita.jp/
https://hirocli.com/
https://hirocli.com/
https://hirocli.com/
http://okadakai.jp/
http://okadakai.jp/
https://tsujikentaro-clinic.jp/
https://tsujikentaro-clinic.jp/
http://goto-jibika.com/
http://goto-jibika.com/
http://www.wakimoto-obgyn.com/
http://www.takaseclinic.com/
https://chihiro-wcl.com/
https://chihiro-wcl.com/
http://www.nougeka.info/sp/
http://www.nougeka.info/sp/
http://www.nougeka.info/sp/
http://www.katagishi-clinic.com/
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