
連携医療機関（登録医）一覧（高槻市・島本町）
大阪医科薬科大学三島南病院　地域医療連携室

（2022年4月現在）

施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号

いさか脳神経クリニック 院長　 井阪　俊彦 569-1123 高槻市芥川町10-3　荘田ビルW-201 072-683-8213

櫟原医院 院長　 櫟原　茂之・櫟原　崇宏 569-0824 高槻市川添2丁目15-23 072-694-7609

いなだ訪問クリニック 院長　 稲田　陽 569-0066 高槻市中川町5-3 072-668-7864

井上クリニック 院長　 井上　裕之 569-0814 高槻市富田町1-12-3　みなとビル2階 072-690-3315

入野内科 院長　 入野　健 569-0857 高槻市玉川4-2-1 072-678-5884

大津医院 院長　 大津　彌平 569-0854 高槻市西町65-3 072-693-4888

おおにしクリニック 院長　 大西　雅彦 569-0814 高槻市富田町1丁目18-14　STマンションⅢ　1F 072-668-1421

おかざき内科クリニック 院長　 岡﨑　英明 569-0823 高槻市芝生町1丁目1-12 072-679-3501

かきはらみずほクリニック 院長　 柿原　瑞穂 569-1116 高槻市白梅町5-20-306　ジオ高槻ミューズレジス3F 072-648-3456

かすや整形外科・骨粗しょう症クリニック 院長　 糟谷　彰宏 569-0055 高槻市西冠3-29-7　関西スーパー西冠店1階 072-668-5558

かねはらクリニック 院長　 金原　裕則 569-0071 高槻市城北町2-1-8 072-672-6011

上牧かねはらクリニック 院長　 瀬川　直樹 569-0007 高槻市神内2-8-27 072-684-8008

小西けんじ皮膚科クリニック 院長　 小西　研史 569-0814 高槻市富田町5-24-15 072-690-1211

さいとう内科クリニック 院長　 齋藤　純 569-0055 高槻市西冠1-12-8たかつき西冠ビル1F 072-676-7666

澤木内科・糖尿病クリニック 院長　 澤木　秀明 569-0804 高槻市紺屋町1−1−501 グリーンプラザたかつき1号 072-669-8111

清水クリニック 院長　 伊藤　奏 569-0802 高槻市北園町3-25 072-683-5550

下谷内科 院長　 下谷　麻里子 569-0824 高槻市川添2-23-7 072-695-1266

白石クリニック 院長　 白石　将史 569-1123 高槻市芥川町1丁目13-14 072-669-7701

しらかわ・いもとクリニック 院長　 井元　恵津子 569-0055 高槻市西冠3丁目12番17号 072-670-6780

末光・稲毛クリニック 院長　 稲毛　昭彦 569-0853 高槻市柳川町1-17-10 072-696-2709

すぎ胃腸内科クリニック 院長　 杉　和憲 569-0802 高槻市北園町16-16　イダイビル2階 072-684-1192

整形外科リハビリテーション科　たかだクリニック 院長　 髙田　潤 569-1145 高槻市富田丘町2-2　ステーシア高槻1F 072-648-3977

高島内科クリニック 院長　 高島　俊晴 569-1123 高槻市芥川町2-14-1ロハス・ケアーズビル201 072-686-5522

高槻福井整形外科・内科クリニック 院長　 福井　潤 569-1144 高槻市大畑町13-1 072-668-4976

高槻南仁寿会診療所 院長　 杉浦　希 569-0825 高槻市栄町2-19-10サカエビル1F 072-692-4700

田崎医院 院長　 田崎　龍之介 569-1133 高槻市川西町1丁目31-12 072-681-0689

田泌尿器科クリニック 院長　 田　珠相 569-1115 高槻市古曽部町1-1-17セントコージア古曽部1F 072-682-9802

津久田医院 院長　 津久田　康成 569-0825 高槻市栄町3-7-18 072-692-2266

つじ・クリニック 院長　 辻　宏明 569-0036 高槻市辻子2-23-1 072-675-3237

鄭クリニック 院長　 鄭　栄植 569-0852 高槻市北柳川町15-22 072-695-8015

天神田中内科クリニック 院長　 田中　基晴 569-1123 高槻市芥川町1-15-23 ヨシタケビル2D 072-690-7833

土居整形外科 院長　 土居　宗算 569-0803 高槻市高槻町15-8 072-681-5555

とみた整形外科クリニック 院長　 富田　誠司 569-1116 高槻市白梅町4-13 高槻ミューズコート3階 072-691-1150

冨永クリニック 院長　 冨永　正夫 569-1042 高槻市南平台３丁目２９－１８ 072-690-3355

なりきよ医院 院長　 成清　道博 569-0814 高槻市富田町1-11-8 072-696-9221

成田こどもクリニック 院長　 成田　努 569-0088 高槻市天王町32-9 072-676-7755

難波クリニック 院長　 難波　繁伸 569-0814 高槻市富田町1-31-10 072-695-3925

にしかわ皮フ科クリニック 院長　 西川　深雪 569-1127 高槻市西真上1丁目36-8　2F 072-686-6161

代 表



西﨑クリニック 院長　 西﨑　一志 569-0827 高槻市如是町21-12 072-696-2291

西野医院 院長　 西野　弘志 569-0853 高槻市柳川町2-14-21 072-696-1212

西本医院 院長　 西本　孝 618-0011 三島郡島本町広瀬3-6-1 075-961-0107

ふじわら診療所 院長　 藤原　俊介 569-0825 高槻市栄町1-10-12 072-692-6577

ひとみクリニック 院長　 人見　克司 569-0844 高槻市柱本5-30-1 072-678-7331

ひとら内科クリニック 院長　 人羅　俊貴 569-0055 高槻市西冠3丁目29-7 関西スーパー西冠店1階 072-671-1700

福井医院 院長　 中川　義明 569-1144 高槻市大畑町3-1 072-696-2945

藤村医院 院長　 藤村　圭祐 569-0053 高槻市春日町5-10 072-674-2518

まつい血管内科静脈瘤クリニック 院長　 松井　広登 569-1123 高槻市芥川町1丁目11-2　OSAKAYAビル3F 072-686-6000

三田村整形外科 院長　 三田村　有二 569-0824 高槻市川添2-27-3 072-692-8055

宮田クリニック 院長　 宮田　賢 569-0804 高槻市紺屋町9-18さつきビル2F 072-686-0055

むねみつホームメディカルクリニック 院長　 宗光　俊博 569-0077 高槻市野見町5-45 Diamante2020 3F 072-661-2100

もりた内科・胃腸内科 院長　 森田　勇 569-0824 高槻市川添2-15-8 072-669-7676

森内科 院長　 森　敏純 569-0056 高槻市城南町2-31-26 072-676-5050

りょうクリニック 院長　 梁　壽男 569-0824 高槻市川添2-2-21 072-696-3010

しみず内科クリニック 院長　 清水　義臣 569-0817 高槻市桜ケ丘北町6-16 072-695-3110

ごうだ内科 院長　 合田　公志 569-1144 高槻市大畑町8-1　ハヤマ摂津富田駅前ビル１Ｆ 072-693-0016



連携医療機関（登録医）一覧（茨木市）

施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号

ICMクリニック 院長　 岡村　修 567-0853 茨木市宮島１丁目１番１号 072-665-9931

アイルすまいるクリニック 院長　 伊藤　嘉啓 567-0825 茨木市園田町5-1　エクレールミヤケ1階 072-646-9826

居相整形外科 院長　 居相　浩之 567-0021 茨木市三島丘2-8-17 072-620-7540

井上クリニック 院長　 井上　秀治 567-0883 茨木市大手町1-26アンフィニ大手町2F 072-625-3351

いまい内科ハートクリニック 院長　 今井　道生 567-0829 茨木市双葉町9-20コスモアネックス2階 072-637-2468

上野医院 院長　 上野　豊 567-0883 茨木市大手町4-3 072-622-2343

内海眼科医院 院長　 内海　隆 567-0882 茨木市元町2-13 072-626-1223

うめだクリニック 院長　 梅田　達也 567-0816 茨木市永代町4-206 072-622-3323

うめだ整形外科 院長　 梅田　直也 567-0829 茨木市双葉町6-2　フォルテ・ディ・コンフォート2F 072-635-3970

大島整形外科 院長　 大島　正義 567-0806 茨木市庄2丁目19-14 072-622-0345

大橋眼科 院長　 大橋　孝男 567-0829 茨木市双葉町9-21 コスモビル3階 072-635-1123

おがさ整形外科 院長　 小笠　智嗣 567-0832 茨木市白川1丁目3-18 072-652-1177

川尻クリニック 理事長 川尻　勝久 567-0828 茨木市舟木町19-20林泉第7ビル1F 072-632-0200

北川クリニック 院長　 丸山　栄勲 567-0885 茨木市東中条町3-1シンヨービル1F 072-621-5345

きはら内科クリニック 院長　 木原　幸一 567-0803 茨木市中総持寺町9-1高尾ビル3F 072-637-1205

くぼた眼科 院長　 久保田　泰隆 567-0832 茨木市白川1-3-22 072-637-0404

さと在宅クリニック 院長　 川床　聡 567-0895 茨木市玉櫛2-28-12-1F 072-637-1556

澤眼科医院 院長 澤　雄大 567-0806 茨木市庄2丁目26番24号　小明ビル 072-622-1132

じんないクリニック 院長　 水野　裕太 567-0824 茨木市中津町5-3 072-635-1311

すぎもとクリニック 院長　 杉本　清 567-0802 茨木市総持寺駅前1-32ハイムエーデル1F 072-631-8811

せしも胃腸肛門クリニック 院長　 瀬下　巌 567-0882 茨木市元町2-10 072-646-5111

高原クリニック 院長　 高原　健 567-0868 茨木市沢良宜西1丁目1番3号　南茨木第2阪急ビル4階 072-633-9029

たちばなクリニック 院長　 立花　宏一 567-0810 茨木市宮元町2-13 072-624-4572

辰見クリニック 院長　 石川　一彦 567-0832 茨木市白川２丁目1-5 アドバン１Ｆ 072-634-8411

つきやまクリニック 院長　 月山　芙蓉 567-0829 茨木市双葉町8-8 072-648-5335

中尾内科クリニック 院長　 中尾　誠 567-0031 茨木市春日4-10-4 072-621-4777

なかじま内科 院長　 中島　周三 567-0831 茨木市鮎川5丁目6-8 072-636-8305

西野クリニック 院長　 西野　國輔 567-0032 茨木市西駅前町13-23 072-626-1551

ねごろ内科循環器科 院長　 根来　伸行 567-0826 茨木市大池2-28-17 072-637-1472

のせ皮膚科 院長　 野瀬　隆夫 567-0829 茨木市双葉町9-20　コスモアネックス3階 072-635-8070

希ファミリークリニック 院長　 平　通也 567-0816 茨木市永代町5番306　ソシオビル1-3F 072-620-2700

長谷川内科 院長　 長谷川　稔 567-0825 茨木市園田町14-31 072-637-5521

はんだクリニック 院長　 半田　忠利 567-0895 茨木市玉櫛1-15-8メゾン・プルミエール1F 072-630-6110

平田整形外科クリニック 院長　 平田　哲朗 567-0823 茨木市寺田町11-7 072-636-6267

藤井クリニック 院長　 藤井　恒二 567-0868 茨木市沢良宜西1-2-20タウンハイツ南茨木2号館201 072-635-5122

ベッチャククリニック 院長　 別役 聡士 567-0803 茨木市中総持寺町12-2 072-635-1021

北摂クリニック 理事長 柚木　孝仁 567-0826 茨木市大池1-10-37 072-633-3313

内科・胃腸科　堀井医院 院長　 堀井　孝容 567-0828 茨木市舟木町５番２６号 072-623-2233

むらい内科・循環器内科 院長　 村井　基修 567-0034 茨木市中穂積1-7-36ブリリアントA2F 072-625-1500

茂松整形外科 院長　 茂松　茂人 567-0851 茨木市真砂3-12-19 072-633-8801

代 表



森脇内科 院長　 森脇　昭 567-0829 茨木市双葉町10-1茨木東阪急ビル3F 072-635-4900

第二近藤診療所 院長　 近藤　浩之 567-0895 茨木市玉櫛2丁目17-18 072-635-1035

やまぐち整形外科・リウマチクリニック 院長　 山口　和男 567-0876 茨木市天王２－６－７ 072-631-3663

おくだ内科クリニック 院長　 奥田　和人 567-0829 茨木市双葉町6-2　401号 072-657-8637

いのうえ内科 院長　 井上　俊宏 567-0815 茨木市竹橋町4-10 072-628-5533

多田クリニック 院長　 多田　裕一 567-0034 茨木市中穂積1丁目2-3 072-622-1239

岩﨑正洋クリニック 院長　 岩崎　正洋 567-0831 茨木市鮎川3丁目9－31 072-657-1001

連携医療機関（登録医）一覧（高槻市・茨木市以外）

施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号

アイル在宅医療クリニック 院長　 東　功 570-0056 守口市寺内町2-7-3　サンキュービル201号室 06-6998-1116

アイルほーむけあクリニック 院長　 園田　哲平 583-0861 羽曳野市西浦931-1　いぬいメディカルコートＡ 072-959-0383

おおさか内分泌診療所 院長　 谷本　啓爾 530-0013 大阪市北区茶屋町4-6タケムラビル4Ｆ 06-6485-0505

かすがいクリニック 院長　 大森　洋介 562-0023 箕面市粟生間谷西2-8-7-104 072-729-5500

亀岡内科 院長　 亀岡　慶一 573-1192 枚方市西禁野2-2-15 072-848-8866

健守会サンクリニック 院長　 前川　仁 573-1178 枚方市渚西2町目32番17-102号レジデンス松栄Ⅱ棟 072-805-3038

馬場内科・循環器内科クリニック 院長　 馬場　義親 566-0011 摂津市千里丘東1-13-7 072-621-8080

ほしやま整形外科医院 院長　 星山　芳亮 530-0001 大阪市北区梅田1-8-16　ヒルトンプラザイースト5階 06-6348-1455

細川医院 院長　 細川　眞哉 566-0062 摂津市鳥飼上1-16-10 072-654-7127

みさよ内科クリニック 院長　 福地　みさよ 566-0074 摂津市東一津屋13-9　1階 06-6379-3345

宮川クリニック 院長　 宮川　秀樹 566-0035 摂津市鶴野1-1-3カーザさんらいず1F 072-636-8088

みらいクリニック 院長　 平野　匡史 571-0039 門真市速見町12-9-101 06-6377-5115

白藤診療所 院長　 白藤　達雄 562-0001 箕面市箕面6丁目4-46　みのおメイトビル101 072-737-8910

長谷クリニック 院長　 長谷　一郎 566-0034 摂津市香露園8-1 072-657-7700

代 表


