
医療機関名 住所 電話
(医)八星内科クリニック 堺区旭ヶ丘中町1-31-2 244-6231
宮前医院 堺区綾之町東1-1-32 232-3387
橋本医院 堺区綾之町東1-2-35 232-3090
いしだ医院 堺区一条通15-25 238-6668
(医)尚瑛会 飯田一条通診療所 堺区一条通4-12 232-1437
森口クリニック 堺区榎元町6-5-12 238-3355
(医)大尚会 大川内科医院 堺区京町通3-25 222-1288
（社医）同仁会　耳原総合病院 堺区協和町4-465 241-0501
松浦クリニック 堺区熊野町西3-2-3 223-8775
（医）あおみ会　整形外科よねだクリニック 堺区向陵西町4-11-15　　　　 233-3131
内科　南谷クリニック 堺区向陵西町4-11-15　　　　 221-0080
清水レディースクリニック 堺区向陵中町2-3-13 250-0511
（医）菅野クリニック 堺区向陵中町2-6-1 258-0666
すぎうら内科小児科クリニック 堺区向陵中町3-4-20 257-8100
石村小児科医院 堺区向陵東町2-2-11 258-4752
岡室クリニック 堺区向陵東町2-9-5 257-6518
大塚クリニック 堺区向陵東町3-3-3 246-1717
(医)泉谷診療所 堺区香ヶ丘町1-3-9 227-6011
公益財団法人浅香山病院 堺区今池町3-3-16 229-4882
富田内科医院 堺区材木町西3-1-28 225-1881
池田産婦人科 堺区材木町東3-1-20 228-1319
佐道医院 堺区桜之町西1-1-24 232-2635
山手医院 堺区桜之町東1-1-3 238-1796
堀井医院 堺区桜之町東1-3-30 233-2659
谷和医院 堺区三国ヶ丘御幸通2-1 233-5518
でぐち腎泌尿器クリニック 堺区三国ヶ丘御幸通59 275—8129
しんとうクリニック 堺区三宝町2-131-5 247-7847
塚田内科クリニック 堺区熊野町東3-1-27 233-6933
ルナレディースクリニック 堺区市之町西3-1-43 227-8451
脇医院 堺区車之町東2-1-3 228-3045
長山整形・内科 堺区戎島町3-4 223-7675
（社医）生長会　ベルクリニック 堺区戎島町4-45-1 224-1717
堺北診療所 堺区宿屋町東2-1-5 233-6569
(医)幸福会 中川クリニック 堺区出島海岸通1-15-1 243-0100
(医)加藤内科みなとクリニック 堺区出島海岸通2-6-20 241-0016
斎藤医院 堺区少林寺町西2-2-20 232-1169
(医)玉井クリニック 堺区少林寺町東2-2-4 222-5363
(医)いづみ医院 堺区昭和通4-65 243-0171
(医)松屋診療所 堺区松屋町2-37 232-5646
田辺医院 堺区新在家町東1-2-7 232-0780
つげ内科医院 堺区石津町1-15-1 241-0119
神原医院 堺区石津町3-2-7 241-2424
(医)辰美会 臼井内科･消化器科クリニック 堺区大仙西町6-157-1 245-2058
(医)朝日会 朝日会病院 堺区大仙中町2-8 247-2701
にしきこどもクリニック 堺区大浜南町2-8-23 225-3535
(医)沈沢医院 堺区大浜北町2-1-30 223-5133
(医)泉友会 熊野クリニック 堺区大浜北町3-12-7 221-7543
福島小児科 堺区中安井町1-3-18 222-3831
大住医院 堺区中安井町2-1-1 232-1631
貴田医院 堺区中三国ヶ丘町4-5-4 232-4003
いしだクリニック 堺区中之町西3-1-15 222-2269
かねしろクリニック 堺区東雲西町1-1-11 282-5519
上野内科・小児科クリニック 堺区南三国ヶ丘町1-1-13 232-1314
村上医院 堺区南三国ヶ丘町1-2-25 233-0033
黒田クリニック 堺区南三国ヶ丘町4-3-1 226-5688
(医)星クリニック 堺区楠町1-1-1 243-2223
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たちばな内科クリニック 堺区緑ヶ丘南町3-2-18 244-8800
(医)慈友会 堺山口病院 堺区東湊町6-383 241-3945
しいな医院 堺区永代町6-2-14 232-1395
ふじわらしんいち総合クリニック 中区八田北町532-1 270-5211
ましも内科・眼科クリニック 中区八田西町2-6-46 276-5070
（医）真仁会　みさきファミリークリニック 中区深井畑山町254-5 276-1922
村木クリニック 中区宮園町2-16 277-6639
田中医院 中区深井水池町3013 276-2323
落合医院 中区深井清水町3448-2 270-1780
(医)恵泉会 堺平成病院 中区深井沢町6-13 278-2461
宮脇内科クリニック 中区深井沢町3142 276-7611
にいがわクリニック 中区深井沢町3271 270-7801
南波クリニック 中区深井沢町3287 276-1101
(医)杉山クリニック 中区深井沢町3294 276-1717
(医)藤田好生会 堺フジタ病院 中区深井沢町3347 279-1170
朝山医院 中区深井沢町3401 277-4610
（医）　いむた内科 中区深井中町759-1 278-0336
中村医院 中区深井中町2955 278-0987
中尾内科クリニック 中区深井東町2648-16 279-6250
井上内科クリニック 中区深阪2-11-1 236-8823
(医)樹友会 つじもと内科クリニック 中区深阪2-16-45 323-3300
といかわクリニック 中区深阪3-4-58 235-0812
中井医院 中区深阪5-2-50 235-3317
すぎもと内科クリニック 中区大野芝町23-1 230-3344
神元クリニック 中区大野芝町180 235-7711
木村医院 中区大野芝町242-2 237-5000
(医)浩仁会 南堺病院 中区大野芝町292 236-3636
にしのクリニック 中区大野芝町593 239-6233
(医)豊和会 中谷診療所 中区辻之1161-3 236-7479
(医)山口会 山口医院 中区土師町1-27-3 279-5525
片山土師診療所 中区土師町3-26-26 278-0788
ベルライフケアクリニック 中区東山580-1 235-3101
(医)津田胃腸科医院 中区陶器北1700-1 236-8200
林医院 中区八田寺町244-5 274-5355
ラ・ラ・ランドクリニック 中区八田西町1-422-2 273-6069
小川内科 中区八田西町2-10-35-1 277-5351
高杉医院 中区八田西町2-17-6 270-8679
たかたクリニック 中区八田南之町357-4 323-7523
上野医院 中区福田540-5 234-5326
すわ医院 中区福田902-1 239-6033
佐藤小児科 中区堀上町123 281-0215
(医)新井内科クリニック 東区引野町3-48-2 288-1011
松本内科クリニック 東区高松122-15 289-6784
(医)薫風会 西川クリニック 東区丈六160-1 239-1141
MEDICAL　CLINIC　森本医院 東区西野461-6 234-7755
(医)中村診療所 東区西野492-2 235-6676
(医)松本クリニック 東区大美野10-16 235-3335
尾崎クリニック 東区大美野150-5 234-3001
医療法人森田医院 東区大美野159-22 237—0071
(医)まほろば会 北田診療所 東区大美野94-2 237-0107
北野田診療所 東区南野田127 236-3211
(医)秀峰会 岡原診療所 東区日置荘原寺町43-1 286-6110
小野クリニック　 東区日置荘西町1-12-10　 285-8110 　
(医)梅山医院 東区日置荘西町1-47-23 285-0256
かわた内科クリニック 東区日置荘西町1-48-15 289-5221
松村内科クリニック 東区日置荘西町2-4-21 286-6828
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（医）永山リウマチ整形外科 東区日置荘西町4-3-25 286-6772
(医)藤森クリニック 東区日置荘西町6-7-1 286-5088
(医)矢吹クリニック 東区白鷺町3-19-7 288-3636
岡本内科 東区白鷺町3-3-7 286-5893
（医）ともつ内科クリニック 東区北野田1084 230-1386
（医）林小児科クリニック 東区北野田345-4 230-1555
日野病院 東区北野田626 235-0090
にしじまクリニック 東区北野田894-1 237-8858
宮﨑医院 東区野尻町293-5 288-3939
山尾内科クリニック 東区野尻町525 285-0018
（医）紀陽会　すぎもとキッズクリニック 西区下田町25-32 275-5512
（医）俊仁会　きららファミリークリニック 西区上467 274-1401
しまたに小児科 西区上714-1 260-2111
（医）柊椋会　いしいこどもクリニック 西区上野芝町2-3-18 270-7415
大川消化器内科 西区上野芝向ヶ丘町1-2-25 276-1107
はしもとクリニック 西区上野芝向ヶ丘町5-6-26 275-5031
安武医院 西区上野芝向ヶ丘町5-19-21 277-8851
なかいホームケアクリニック 西区上野芝向ヶ丘町6-1-34 276-4671
(医)真友会 きたがわ医院 西区上野芝向ヶ丘町6-16-53 281-3340
(医)かみたにクリニック 西区上野芝町1-25-16 241-6538
はるお内科クリニック 西区上野芝町3-3-24 276-7575
玉置医院 西区上野芝町4-17-15 280-2801
(医)良秀会 津久野藤井クリニック 西区神野町3-2-28 272-1361
家原寺いけだクリニック 西区家原寺町1-13-11 260-3377
医）嘉祥会　田村外科整形外科 西区津久野町1-8-12 273-1381
(医)文明会 おくだ耳鼻咽喉科 西区津久野町1-8-18 260-3387
(医)岩本内科クリニック 西区津久野町1-9-6 260-1616
(医)悦康会 たなかクリニック 西区津久野町2-6-1 271-1825
(医)岡原クリニック 西区津久野町3-27-50 267-6789
（社医）生長会　ベルピアノ病院 西区菱木1-2343-11 349-6700
(医)博真会 横田クリニック 西区浜寺元町1-11 262-0119
（医）ナカイクリニック 西区浜寺元町1-120-1 269-0553
松井医院 西区浜寺元町5-514 261-1688
柿原クリニック 西区浜寺公園町1-12-10 263-3713
市橋内科 西区浜寺昭和町4-449 275-8783
(医)加藤内科 西区浜寺諏訪森町西2-90-1 261-4782
近江内科医院 西区浜寺諏訪森町中3-244-10 266-8100
(医)河面会 河面医院 西区浜寺諏訪森町東3-369-2 261-2100
小田医院 西区浜寺石津町中5-5-14 261-1976
高木医院 西区浜寺南町2-281-7 261-5161
ますたにクリニック 西区浜寺南町3-2-1-102 267-7564
（医）悠和会　高田クリニック 西区浜寺船尾町西4-496 266-0222
(医)エビデンス 西原医院 西区平岡町273 271-1701
(医)面川外科胃腸科 西区平岡町280-2 271-1801
井関クリニック 西区鳳中町4-94 267-1167
いしかわ内科・内視鏡クリニック 西区鳳東町1-7　2階 272-2101
おおとりよしだクリニック 西区鳳東町1-38-2 260-1450
(医)樋上小児科 西区鳳東町2-164-5 273-7100
(医)西野内科 西区鳳東町2-181-1 273-0015
石山診療所 西区鳳東町3-268-2 273-1539
（医）　三谷ファミリークリニック 西区鳳東町4-354-1 260-1601
なかむら内科・糖尿病クリニック 西区鳳東町7-733 349-6500
柗本内科クリニック 西区鳳西町1-92-2 262-5073
(社医)同仁会 耳原鳳クリニック 西区鳳南町5-595 275-0801
えずみクリニック 西区鳳南町3-199-12 260-0511
(医)大泉会 大仙病院 西区北条町1-2-31 278-2921
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木村ファミリークリニック 西区北条町2-29-7 278-0025
(医)上野会 上野内科医院 西区堀上緑町2-2-1 279-1322
近藤医院 西区堀上緑町3-3-30 278-8281
井上医院 西区草部181 271-0022
ひらいクリニック 南区鴨谷台2-1-3 294-2010
水野医院 南区鴨谷台1-46-2 291-0011
(医)将正会 山口こどもクリニック 南区鴨谷台2-1-5 295-7270
よしだ内科クリニック 南区鴨谷台2-5-1 299-0070
山本産婦人科 南区鴨谷台3-6-2 299-7767
中田内科医院 南区原山台1-12-5 298-0005
多田消化器内視鏡クリニック 南区原山台2-2-1 291-1005
（社医）啓仁会　堺咲花病院 南区原山台2-7-1 295-8833
まきクリニック 南区原山台4-15-2 296-7707
田村医院 南区原山台4-5-1 298-2121
(医)銀杏会 銀杏会クリニック 南区原山台5-9-5 298-6838
（医）医真会　あかざわ小児科 南区御池台3-2-4 297-7771
年輪診療所 南区御池台5-2-2 293-4800
さつき会診療所 南区御池台5-2-6 294—8686
宮﨑内科 南区高倉台2-5-8 292-8372
医療法人　山口クリニック 南区高倉台2-8-5 296-5113
小川クリニック 南区高尾2-448 271-0071
（医）嘉翔会　井上クリニック 南区三原台1-2-3 295-0810
(医)しまだ耳鼻咽喉科医院 南区三原台4-1-6 292-2395
にしがいと内科クリニック 南区城山台2-2-12 290-1122
多田医院 南区新檜尾台3-5-1 299-8902
(医)小林内科医院 南区新檜尾台4-15-7 296-2010
(医)平山こどもクリニック 南区深阪南112-2 230-0143
(医)竹山産婦人科 南区晴美台3-1-4 292-3500
長谷川医院 南区赤坂台3-10-3 298-5486
(医)若泉会 まつわかクリニック 南区赤坂台4-20-3 284-1123
(医)良秀会 泉北藤井病院 南区泉田中3100-19  295-8888
大槻レディースクリニック 南区茶山台1-2-4 290-6000
山本内科 南区茶山台3-21-18 291-6678
山本クリニック 南区茶山台3-38-8 292-2090
ぽらんのひろば井上診療所 南区庭代台1-7-6 349—3987
(医)守田会 オリオノクリニック 南区庭代台2-8-3 296-8711
清水内科 南区桃山台2-15-1 292-2789
(医)祐希会 嶋田クリニック 南区桃山台2-3-4 290-0777
(医)桃山台山本内科 南区桃山台4-2-6 299-3165
(医)田中会 田中病院 北区奥本町1-216 251-0005
まつだ消化器糖尿病クリニック 北区宮本町2 247-7500
(医)松山医院 北区金岡町1591-5 257-0240
(医)佑和会 吉岡クリニック 北区金岡町2305 256-1720
柳原医院 北区金岡町704-2 257-0350
(医)方佑会 植木病院 北区黒土町3002-5 257-0100
森本医院 北区新金岡町2-5-1-22 253-0405
堺若葉会病院 北区新金岡町4-1-7 255-1001
(医)紀和会 正風病院 北区新金岡町5-1-3 255-0051
(医)植田クリニック 北区蔵前町1-7-2 253-0590
(医)仁悠会 タマダ病院 北区蔵前町2-15-39 251-8811
(医)同仁会 みみはらファミリークリニック 北区蔵前町3-5-47 252-1507
久保整形外科クリニック 北区中長尾町2-1-21 258-3565
辻野医院 北区中長尾町2-3-13 251-0125
(医)杏林会 金岡病院 北区中長尾町2-4-3 252-2461
やまもと消化器内視鏡・外科クリニック 北区中百舌鳥町2-2 275-9907
（医社）ﾜｯﾌﾙ　ぐんぐんｷｯｽﾞｸﾘﾆｯｸ 北区中百舌鳥町2-21 275-8502
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高田内科クリニック 北区中百舌鳥町2-39 251-2663
（医）甲潤会　なかもず女性クリニックヤギ 北区中百舌鳥町2-39 259-1107
かじもと内科　糖尿病・内分泌内科 北区中百舌鳥町2-48-101 246-0770
山県クリニック 北区中百舌鳥町2-72 253-6590
はやし内科クリニック 北区中百舌鳥町5-22 240-0611
中百舌鳥おか内科医院 北区中百舌鳥町6-825 252-0451
小林小児科医院 北区中百舌鳥町6-861 252-2149
小林内科医院 北区中百舌鳥町6-867 252-6200
(医)西山会 西山医院 北区中百舌鳥町6-998-3-6-101 259-7511
(医)輝照会 末吉内科 北区長曽根町1912 256-2330
(医)平治会 大田クリニック 北区長曽根町3024-34 259-5300
(医)元季会 今野クリニック 北区長曽根町3065-1 240-3510
しょうのクリニック 北区長曽根町3082-1 240-2370
(医)仁悠会 吉川病院 北区東三国ヶ丘町4-1-25 259-0100
なかの医院 北区東三国ヶ丘町5-7-5 252-3504
大村内科 北区東浅香山町1-119 255-8887
(医)竹中医院 北区東浅香山町1-51-5 251-1689
(医)岩崎医院 北区東浅香山町2-337 252-0816
花田医院 北区東浅香山町3-13 252-3279
松永医院 北区東雲東町1-10-112 259-2224
(医)高村医院 北区東雲東町2-1-15 251-2020
くさか内科医院 北区南長尾町2-1-21 240-9371
(医)藤田医院 北区南花田町302-14 251-4110
瓦谷クリニック 北区南花田町1693-1 252—0022
（医）中内こどもクリニック 北区百舌鳥西之町2-533-1 240-8080
佐々木内科クリニック 北区百舌鳥赤畑町2-55-1 250-0200
（医）六支会　つなぐ在宅内科クリニック 北区百舌鳥赤畑町3-204-3 251-7548
山田内科医院 北区百舌鳥赤畑町4-254-1 246-8877
今井医院 北区百舌鳥赤畑町4-343-5 257-1682
(医)西谷内科 北区百舌鳥梅町2-418 258-1341
うめむら医院 北区百舌鳥梅町3-1-6 255-4976
（医）中山内科医院 北区百舌鳥梅町3-21-7 257-0380
(医)聰心会 橋本クリニック 北区百舌鳥梅町3-47-1 250-5700
(医)岩本診療所 北区百舌鳥梅北町3-125-292 259-1000
(医)厚世会 厚世会医院 北区百舌鳥梅北町4-163 259-2780
(医)吉田医院 北区百舌鳥梅北町5-403 252-2750
しらさぎ診療所 北区百舌鳥梅北町5-412 252-1856
山戸クリニック 北区百舌鳥本町1-7-2 258-1520
(医)大泉会 いずみクリニック 北区百舌鳥本町2-401 257-6226
（医）近藤クリニック 北区北花田町3-18-1 240-7220
(医)田中内科クリニック 北区北花田町3-26-5 257-9981
典子エンジェルクリニック 北区北花田町3-28-１０ 254-8875
いこま内科・眼科クリニック 北区北花田町3-45-40-301 256-2323
(医)一隅会 川上クリニック 北区北花田町4-99-15 250-6211
(医)中村医院 美原区さつき野東1-1-1 361-2228
(医)森クリニック 美原区大保16-1 363-2662
(医)成鈴会 山下クリニック 美原区北余部58-6 369-2166
戸田こどもクリニック 美原区北余部491-6 369-1150
永木医院 美原区平尾2765 362-3888


