
身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

ぼうこう又は直腸機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

堺山口病院 堺市堺区東湊町６丁３８３ 072-241-3945 外科 金原　功

耳原総合病院 堺市堺区協和町4丁465番地 072-241-0501 外科 内田　学

泌尿器科 田原　秀男

外科 平林　邦昭

泌尿器科 松村　直紀

星クリニック 堺市堺区楠町1-1-1東湊ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ2F 072-243-2223 外科 星　脩

清恵会病院 堺市堺区南安井町１丁１番１号 072-223-8199 外科 大久保　遊平

泌尿器科 反田　直希

外科 中野　博史

外科 中室 誠

浅香山病院 堺市堺区今池町３丁３番１６号 072-229-4882 外科 徳原　太豪

外科 西澤　聡

内科・外科・内視鏡みやびクリ
ニック

堺市堺区西湊町６丁５－１８　スタイル店街
西湊

072-280-7005 内科、外科、消化器内・外科 中村　雅憲

きたがわ医院 堺市西区上野芝向ケ丘町６－１６－５３ 072-281-3340 胃腸科・外科・肛門科 北川　友朗

堺市立総合医療センター 堺市西区家原寺1丁1番1号 072-272-1199 救命救急科 天野　浩司

消化器外科 大原　信福

泌尿器科 高山　仁志

外科 辻江　正樹

外科 中田　健

大腸肛門外科 能浦　真吾
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

ぼうこう又は直腸機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

津久野藤井クリニック 堺市西区神野町３－２－２８ 072-272-1361 泌尿器科 杉山　高秀

馬場記念病院 堺市西区浜寺船尾町東４丁244番地 072-265-5558 外科 寺岡　均

外科 新田　敦範

鳳胃腸病院 堺市西区上653番１号 072-273-2821 外科 近藤　圭策

消化器科 中田　英二

たかたクリニック 堺市中区八田南之町３５７－４ 072-323-7523 外科 高田　勝史

ベルランド総合病院 堺市中区東山500番地の３ 072-234-2001 泌尿器科 大町　哲史

外科 亀山　雅男

外科 川崎　誠康

外科、救急科 坂田　育弘

泌尿器科 玉田　聡

外科 土橋　洋史

外科 福原　毅

南堺病院 堺市中区大野芝町２９２ 072-236-3636 外科 中野　敬次

南波クリニック 堺市中区深井沢町３２８７　辻尾ビル３Ｆ 072-276-1101 外科 南波　正敦

邦和病院 堺市中区新家町７００番１ 072-234-1331 外科 中川　学

みやわきクリニック 堺市南区鴨谷台２－１－５サンピア２番館２
Ｆ

072-284-0555 消化器内科・肛門外科

田中病院 堺市美原区黒山３９－１０ 072-361-3555 外科 大嶋　眞一

だんホームクリニック 堺市北区長曽根町1207-7 072-246-6611 内科 段　俊行

やまもと消化器内視鏡・外科ク
リニック

堺市北区中百舌鳥町２丁２　２階 072-275-9907 消化器内科、消化器外科、乳腺外
科

山本　篤
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

ぼうこう又は直腸機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

医療法人しょうのクリニック 堺市北区長曽根町3082-１ クリニックステー
ションなかもず２階

072-240-2370 内科、外科、婦人科、内視鏡内科 庄野　嘉治

江本クリニック 堺市北区長曽根町１４６７番地の１ 072-240-0122 消化器科･外科 江本　節

植木病院 堺市北区黒土町3002-5 072-257-0100 外科 植木　孝浩

外科 近藤　祐一

大阪労災病院 堺市北区長曽根町1179番地の3 072-252-3561 消化器外科 末田　聖倫

泌尿器科 辻畑　正雄
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

ぼうこう機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

堺平成病院 堺市中区深井沢町6番地13 072-278-2461 泌尿器科 秋山　隆弘

透析内科 清水　保臣

泉北陣内病院 堺市南区豊田40番地 072-299-2020 泌尿器科 吉村　力勇
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

直腸機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

泉北陣内病院 堺市南区豊田40番地 072-299-2020 外科 若林　良浩
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

小腸機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

臼井内科・消化器科クリニック 堺市堺区大仙西町６－１５７－１ 072-245-2058 内科・消化器科 臼井　辰彦

耳原総合病院 堺市堺区協和町4丁465番地 072-241-0501 外科 内田　学

外科 平林　邦昭

星クリニック 堺市堺区楠町1-1-1東湊ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ2F 072-243-2223 外科 星　脩

清恵会病院 堺市堺区南安井町１丁１番１号 072-223-8199 外科 中室　誠

浅香山病院 堺市堺区今池町３丁３番１６号 072-229-4882 外科 徳原　太豪

内科・外科・内視鏡みやびクリ
ニック

堺市堺区西湊町６丁５－１８　スタイル店街
西湊

072-280-7005 内科、外科、消化器内・外科 中村　雅憲

きたがわ医院 堺市西区上野芝向ケ丘町６－１６－５３ 072-281-3340 胃腸科・外科・肛門科 北川　友朗

堺市立総合医療センター 堺市西区家原寺1丁1番1号 072-272-1199 消化器内科 北村　信次

外科 中田　健

大腸肛門外科 能浦　真吾

消化器内科 藤森　正樹

馬場記念病院 堺市西区浜寺船尾町東４丁244番地 072-265-5558 外科 寺岡　均

外科 新田　敦範

鳳胃腸病院 堺市西区上653番１号 072-273-2821 外科 近藤　圭策

消化器科 中田　英二

ベルランド総合病院 堺市中区東山500番地の３ 072-234-2001 外科 亀山　雅男

外科 川崎　誠康

外科、救急科 坂田　育弘

邦和病院 堺市中区新家町７００番１ 072-234-1331 外科 中川　学
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

小腸機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

医療法人しょうのクリニック 堺市北区長曽根町3082-１ クリニックステー
ションなかもず２階

072-240-2370 内科、外科、婦人科、内視鏡内科 庄野　嘉治

江本クリニック 堺市北区長曽根町１４６７番地の１ 072-240-0122 消化器科･外科 江本　節

堺若葉会病院 堺市北区新金岡町4-1-7 072-255-1001 小児科 宮田　曠

植木病院 堺市北区黒土町3002-5 072-257-0100 外科 植木　孝浩

外科 近藤　祐一

大阪労災病院 堺市北区長曽根町1179番地の3 072-252-3561 消化器外科 末田　聖倫
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

堺市立総合医療センター 堺市西区家原寺1丁1番1号 072-272-1199 感染症内科 小川　吉彦

内科 松浦　基夫

南堺病院 堺市中区大野芝町２９２ 072-236-3636 血液内科 前田　裕弘
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身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

肝臓機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

みみはら高砂クリニック 堺市堺区高砂町４丁１０９－２ 072-241‐4990 内科・消化器内科 斉藤　和則

臼井内科・消化器科クリニック 堺市堺区大仙西町６－１５７－１ 072-245-2058 内科・消化器科 臼井　辰彦

耳原総合病院 堺市堺区協和町4丁465番地 072-241-0501 内科・消化器内科 岡田　正博

外科 吉川　健治

清恵会病院 堺市堺区南安井町１丁１番１号 072-223-8199 消化器内科 星本　真弘

ナカイクリニック 堺市西区浜寺元町１－１２０－１ 072-269-0553 内科 中井　昭宏

堺市立総合医療センター 堺市西区家原寺1丁1番1号 072-272-1199 消化器内科 北村　信次

消化器内科 高橋　俊介

消化器内科 藤森　正樹

草部井上病院 堺市西区草部181番地 072-271-0022 内科 井上　達夫

馬場記念病院 堺市西区浜寺船尾町東４丁244番地 072-265-5558 消化器科 原　順一

鳳胃腸病院 堺市西区上653番１号 072-273-2821 消化器科 中田　英二

ベルランド総合病院 堺市中区東山500番地の３ 072-234-2001 消化器内科 安　辰一

しんたに内科クリニック 堺市東区日置荘原寺町１９０番９号　ミア
カーサ萩原天神１０１

072-288-3691 内科 新谷　真知子

ともつ内科クリニック 堺市東区北野田1084番地　ベルヒル北野田
204-2

072-230-1386 内科・消化器内科 鞆津　浩一

日野病院 堺市東区北野田626番地 072-235-2068 内科 段原　直行

北野田診療所 堺市東区南野田127番地 072-236-3211 内科 苅谷　幹雄

医療法人しょうのクリニック 堺市北区長曽根町3082-１ クリニックステー
ションなかもず２階

072-240-2370 内科、外科、婦人科、内視鏡内科 庄野　嘉治

植木病院 堺市北区黒土町3002-5 072-257-0100 外科 近藤　祐一

2023年3月30日 9/10 ページ



身体障害者福祉法第１５条指定医師名簿

肝臓機能障害

医療機関名 住所 電話番号 診療科 医師名

植木病院 堺市北区黒土町3002-5 072-257-0100 内科 籔田　隆正

大阪労災病院 堺市北区長曽根町1179番地の3 072-252-3561 消化器内科 倉橋　知英

外科 清水　潤三

消化器内科 法水　淳

中山内科医院 堺市北区百舌鳥梅町３丁２１番７号 072-257-0380 内科・胃腸科・小児科 中山　祐史
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