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地域 医療機関名 住所 電話 ＦＡＸ 診療科目 詳細 
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井ノ上眼科 清州 1-2-3 973-3929 973-3928 眼  

セノオ眼科 清州 2-4-3 971-5570 971-5570 眼 [詳細] 

井関クリニック 清州 2-3-6 970-3741 972-0018 内・消・リハ [詳細] 

藤江クリニック 清州 2-1-40 971-5685 972-2050 脳外・神・外・麻・放・リハ  

岡本産婦人科医院 清州 2-3-41 972-1110 972-1146 産婦 [詳細] 

西出クリニック 大県 1-4-1 972-3120 973-4445 内・小・整・リハ  

みなみ耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ 大県 1-9-10 970-3387 970-3388 耳鼻  

きたむら内科 大県 1-9-11 972-1005 972-0770 内 [詳細] 

林診療所 大県 2-1-1 971-7901 971-7901 内・外・神・脳外・消  

小路医院 太平寺 1-2-21 972-4141 972-4144 外・皮・内・リウ・整・リハ  

さかいペインクリニック 上市 1-2-2 アゼリア 4F 971-1899 971-1899 麻・リハ・整・内 [詳細] 

高田内科クリニック 上市 1-2-2 アゼリア 4F 972-6789 940-7986 内・小・呼・アレ  

大島医院 上市 1-4-9 972-0760 972-2691 内・小・放  

吉原クリニック 上市 3-10-13 972-3551 971-8948 泌・内・透析  

かねもと整形外科 上市 4-3-15 972-4192 972-4196 整・リウ・リハ [詳細] 
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鈴木医院 法善寺 4-2-27-203 972-2760 972-2761 麻・内・整・リハ [詳細] 

白岩内科医院 法善寺 4-10-24 971-1221 971-1223 内・腎内・糖内・透析・循 [詳細] 

やまもとクリニック 平野 1-11-8 970-3322 970-3322 小・アレ [詳細] 
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近藤診療所 本郷 1-3-18 971-3301 971-3872 内・整・皮  

中嶋クリニック 大正 3-1-3 970-2220 970-2772 内・外・肛・皮・リハ [詳細] 
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須原医院 旭ヶ丘 1-1-3 978-6600 978-6600 内・小  

あかし内科クリニック 旭ヶ丘 3-1-63 975-3773 975-3763 内・循 [詳細] 

神田医院 国分西 1-1-17-201 977-8117 977-1492 内  

弓崎いこいクリニック 国分西 1-1-47 975-1322 975-1325 心内・精  

敬寿クリニック 国分西 1-1-47 959-8362 959-8363 内  

ほりもと内科消化器ｸﾘﾆｯｸ 国分西 1-4-49 976-6060 976-6061 内・消・胃・糖内  

吉永眼科医院 国分西 1-2-24-201 977-6688 977-6688 眼 [詳細] 

モアクリニック 国分西 2-7-5 975-1112 975-1241 皮・アレ [詳細] 

三浦クリニック 国分西 1-4-47 945-5055 945-7077 泌 [詳細] 

西整形外科 国分本町 1-9-4 978-6240 978-6219 整・リハ [詳細] 

にしむら小児科 国分本町 3-9-3 978-6597 976-1186 小・アレ [詳細] 

中西医院 国分本町 3-10-3 978-6066 978-6066 内  

全南病院 国分本町 2-3-18 976-2211 976-0257 脳外・内・胃・外・リハ  
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大西内科 玉手町 10-19 977-8568 977-8568 内・呼・循・消・リハ  

益弘産婦人科クリニック 玉手町 21-22 975-3503 978-0027 産婦・内 [詳細] 

いけはた医院 片山町 12-25 977-7892 977-7892 内・呼・消・循 [詳細] 

大阪好意の庭診療所 旭ヶ丘 3-13-45 976-1544 976-0095 内  

関西福祉科学大学附属 

整形外科リハビリ診療所 
旭ヶ丘 3-11-37 931-9970 931-9971 整・リハ・内 [詳細] 

国分病院 旭ヶ丘 4-672 

978-6072 

978-2471 精・心内・内  978-2468

（相談室） 
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第二好意の庭診療所 国分市場 1-9-45 976-0091 976-0096 内  

柏原市立堅上診療所 大字雁多尾畑 4812-1 979-0572 975-3002 内  

はくとう診療所 大字青谷 2104-1 979-0260 979-0279 内・精  

※［詳細］をクリックすると該当の診療機関の情報が閲覧できます。 

http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/senoo.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/iseki.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/okamoto.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/kitamura.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/sakai.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/kanemoto.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/suzuki.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/siraiwa.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/yamamoto.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/nakajima.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/akashi.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/yoshinaga.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/moa.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/miura.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/nishi.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/nishimura.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/masuhiro.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/ikehata.pdf
http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/download/kaigorenkei/kanhuku.pdf

