令和２年２月20日時点

大阪市 難病指定医一覧
氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

黄色の行は協力難病指定医です。
主たる勤務先
担当する診療科
電話番号

宇高 不可思

一般財団法人 住友病院

530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号

06-6443-1261 脳神経内科

西中 和人

一般財団法人 住友病院

530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号

06-6443-1261 脳神経内科

當間 圭一郎

一般財団法人 住友病院

530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号

06-6443-1261 脳神経内科

田村 暁子

一般財団法人 住友病院

530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号

06-6443-1261 脳神経内科

関谷 智子

一般財団法人 住友病院

530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号

06-6443-1261 脳神経内科

二宮 怜子

一般財団法人 住友病院

530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号

06-6443-1261 脳神経内科

山本 徹

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会 中津病院

530-0012 大阪市北区芝田二丁目１０番３９号

06-6372-0333 神経内科

尾崎 彰彦

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会 中津病院

530-0012 大阪市北区芝田二丁目１０番３９号

06-6372-0333 神経内科

長尾 茂人

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会 中津病院

530-0012 大阪市北区芝田二丁目１０番３９号

06-6372-0333 神経内科

村方 健治

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会 中津病院

530-0012 大阪市北区芝田二丁目１０番３９号

06-6372-0333 神経内科

中村 敬

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会 中津病院

530-0012 大阪市北区芝田二丁目１０番３９号

06-6372-0333 脳神経内科

関 渉

心療内科 つばくろ診療所

530-0014 大阪市北区鶴野町１－３安田ビル３階

06-6371-2896

精神科 神経内科
心療内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

小仲 邦

医療法人行岡医学研究会
行岡病院

530-0021 大阪市北区浮田二丁目２番３号

鈴木 周平

すずきクリニック

530-0051

松本 禎之

公益財団法人 田附興風会 医学研究所
北野病院

530-8480 大阪市北区扇町二丁目４番２０号

06-6312-1221 神経内科

里井 斉

公益財団法人 田附興風会 医学研究所
北野病院

530-8480 大阪市北区扇町二丁目４番２０号

06-6312-1221 神経内科

齋木 英資

公益財団法人 田附興風会 医学研究所
北野病院

530-8480 大阪市北区扇町二丁目４番２０号

06-6312-1221 神経内科

椨 勇人

公益財団法人 田附興風会 医学研究所
北野病院

530-8480 大阪市北区扇町二丁目４番２０号

06-6312-1221 神経内科

小松 研一

公益財団法人 田附興風会 医学研究所
北野病院

530-8480 大阪市北区扇町二丁目４番２０号

06-6312-1221 神経内科

中川 朋一

公益財団法人 田附興風会 医学研究所
北野病院

530-8480 大阪市北区扇町二丁目４番２０号

06-6312-1221 神経内科

権 泰史

社会医療法人協和会 加納総合病院

531-0041 大阪市北区天神橋七丁目５番１５号

06-6351-5381 神経内科

西田 博昭

医療法人桔梗会
なかつ神経内科クリニック

531-0072

大阪市北区豊崎三丁目５番１０号
ＫＥＮＳＯビル１Ｆ

06-6372-1236 神経内科

鈴木 照子

医療法人 晶瑛会 鈴木小児クリニック

532-0003

大阪市淀川区宮原西四丁目４番２号
大阪グランドハイツ１階

06-6396-7555

大倉 睦美

大阪回生病院

532-0003 大阪市淀川区宮原一丁目６番１０号

06-6393-6234 神経内科

田端 宏充

大阪回生病院

532-0003 大阪市淀川区宮原一丁目６番１０号

06-6393-6234 神経内科

大阪市北区太融寺町６－８
阪急産業梅田ビル６階

06-6371-9921 神経内科
06-6948-5547

小児神経内科、児
童精神科

小児科、小児神経
内科、児童精神科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

今岡 弘之

小竹医院

532-0023 大阪市淀川区十三東３丁目２６番１５号

06-6131-8522

内科 神経内科
小児科

井上 康則

医療法人 井上クリニック

532-0028 大阪市淀川区十三元今里１丁目７番２２号

06-6308-7427

内科 小児科 神
経内科

西村 裕之

西村内科・神経内科クリニック

532-0031 大阪市淀川区加島３丁目中８番１６号

06-6307-4114 内科 神経内科

新居 康夫

医療法人 新徳会
新居脳神経外科クリニック

533-0004

松山 久仁子

松山診療所

533-0004 大阪市東淀川区小松一丁目９番８号

清水 聖保

医療法人聖心会 清水クリニック

533-0005 大阪市東淀川区瑞光一丁目４番２６号

吉田 連

医療法人淡青山会 吉田クリニック

533-0021 大阪市東淀川区下新庄一丁目１１番８号

上田 直子

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号

06-6322-2250 脳血管神経内科

安部 裕子

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号

06-6322-2250 脳血管神経内科

伊藤 絢

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号

06-6322-2250 神経内科

河野 友裕

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号

06-6322-2250 脳血管神経内科

本岡 里英子

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号

06-6322-2250 脳血管神経内科

槇永 剛一

まきながクリニック

533-0032

大阪市東淀川区小松一丁目３番１５号
アベニュー小松ビル１Ｆ

大阪市東淀川区淡路三丁目２０番１７号
ルミエールエスト淀川２０２

06-6370-8341

脳神経外科 神経
内科

06-6328-1808 内科 神経内科
精神科 内科 神
06-6370-0033 経内科 リハビリ
テーション科
内科 神経内科
06-6320-4976 小児科 放射線科
リハビリ科

06-6321-3733 神経内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所
大阪市東淀川区淡路五丁目１番１９号
松岡医療ビル１階

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

中村 容子

松岡医院

533-0032

川脇 壽

地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２号

06-6929-1221 小児神経内科

森畑 宏一

地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２号

06-6929-1221 神経内科

井上 学

地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２号

06-6929-1221 神経内科

岡崎 伸

地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２号

06-6929-1221 小児神経内科

井上 岳司

地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２号

06-6929-1221 小児神経内科

温井 めぐみ

地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２号

06-6929-1221 小児神経内科

谷岡 洸介

地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２号

06-6929-1221 神経内科

氷室 公秀

氷室クリニック

534-0021 大阪市都島区都島本通１丁目４番２２号

06-6167-5081 神経内科

林 紀子

氷室クリニック

534-0021 大阪市都島区都島本通１丁目４番２２号

06-6167-5081 神経内科

北村 俊雄

医療法人 北村医院

534-0025

疋田 太刀夫

疋田医院

535-0021 大阪市旭区清水３－２－７

06-6951-3564

安田 正幸

安田クリニック

535-0022 大阪市旭区新森二丁目４番８号

06-6953-6291 神経内科

大阪市都島区片町二丁目４番５号
京橋駅前ビル地下１階

06-6323-0601 神経内科 内科

内科 神経内科
06-6351-6764 呼吸器科 循環器
科
内科 神経内科
循環器内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

福田 英俊

社会福祉法人恩賜財団
大阪府済生会野江病院

536-0001 大阪市城東区古市１丁目３番２５号

06-6932-0401 神経内科

河野 隆一

社会福祉法人恩賜財団
大阪府済生会野江病院

536-0001 大阪市城東区古市１丁目３番２５号

06-6932-0401 神経内科

前田 和彦

社会福祉法人恩賜財団
大阪府済生会野江病院

536-0001 大阪市城東区古市１丁目３番２５号

06-6932-0401 神経内科

片山 正寛

社会医療法人有隣会 東大阪病院

536-0005 大阪市城東区中央一丁目７番２２号

06-6939-1121

リハビリテーショ
ン科 神経内科

田代 伯為

城東医院

536-0008 大阪市城東区関目三丁目７番２０号

06-6931-3749

神経内科 内科
理学診療科

堤 俊仁

医療法人 適水会 つつみクリニック

536-0016 大阪市城東区蒲生四丁目１番２２号

06-6935-3200 神経内科 精神科

福島 裕治

福島脳外科クリニック

536-0021

宮井 一郎

社会医療法人大道会 森之宮病院

536-0025 大阪市城東区森之宮二丁目１番８８号

06-6969-0111 神経内科

畠中 めぐみ

社会医療法人大道会 森之宮病院

536-0025 大阪市城東区森之宮二丁目１番８８号

06-6969-0111 神経内科

河原田 倫子

社会医療法人大道会 森之宮病院

536-0025 大阪市城東区森之宮二丁目１番８８号

06-6969-0111 神経内科

河野 悌司

社会医療法人大道会 森之宮病院

536-0025 大阪市城東区森之宮二丁目１番８８号

06-6969-0111 神経内科

乙宗 宏範

社会医療法人大道会 森之宮病院

536-0025 大阪市城東区森之宮二丁目１番８８号

06-6969-0111 神経内科

藤本 宏明

社会医療法人大道会 森之宮病院

536-0025 大阪市城東区森之宮二丁目１番８８号

06-6969-0111 神経内科

植野 秀男

うえのメンタルクリニック

537-0024

大阪市城東区諏訪四丁目３番６号
ケインズ深江橋１階

大阪市東成区東小橋一丁目９番１９号
ＪＲ玉造駅ＮＫビル６Ｆ

06-6964-1903

06-6978-2060

脳神経外科 神経
内科

精神科 神経内科
心療内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

黒田 信人

医療法人中本会 中本病院

537-0025 大阪市東成区中道四丁目１３番１２号

06-6972-2121 脳神経内科

今井 輝國

社会医療法人ささき会
藍の都脳神経外科病院

538-0044 大阪市鶴見区放出東２丁目２１番１６号

06-6965-1800 神経内科

清原 佳奈子

社会医療法人ささき会
藍の都脳神経外科病院

538-0044 大阪市鶴見区放出東２丁目２１番１６号

06-6965-1800 神経内科

上西 圀宏

上西クリニック

540-0003

大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１４番１７号
ＩＣＢ森ノ宮ビル２階

06-6944-0860 神経内科

渡辺 徹也

ゴゥクリニック

540-0008

大阪市中央区大手前１－６－４
リップル天満橋ビル２Ｆ

06-6232-8111

西川 嘉郎

国家公務員共済組合連合会 大手前病院

540-0008 大阪市中央区大手前一丁目５番３４号

06-6941-0484 神経内科

須貝 文宣

国家公務員共済組合連合会 大手前病院

540-0008 大阪市中央区大手前一丁目５番３４号

06-6941-0484 神経内科

東郷 一行

国家公務員共済組合連合会 大手前病院

540-0008 大阪市中央区大手前一丁目５番３４号

06-6941-0484 神経内科

廣澤 太輔

国家公務員共済組合連合会 大手前病院

540-0008 大阪市中央区大手前一丁目５番３４号

06-6941-0484 神経内科

大江 洋史

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪国際がんセンター

541-8567 大阪市中央区大手前３丁目１番６９号

06-6945-1181

脳循環内科（神経
内科）

左 光治

左 診療所

543-0023

06-6766-5351

精神科、心療内
科、神経内科

大阪警察病院

543-0035 大阪市天王寺区北山町１０－３１

06-6771-6051 神経内科

大岡 洋子

大阪警察病院

543-0035 大阪市天王寺区北山町１０－３１

06-6771-6051 神経内科

西田 福子

大阪警察病院

543-0035 大阪市天王寺区北山町１０－３１

06-6771-6051 神経内科

大阪市天王寺区味原町１３－１１－２
味原トータルライフビル６階

内科、神経内科、
心療内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所
大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番１号
熊谷ビル４階

主たる勤務先
電話番号
06-6773-5528

担当する診療科
精神科 神経内科
神経科 心療内科

井上 聡

医療法人 醇風会 井上クリニック

543-0042

我妻 敬一

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

543-0072 大阪市天王寺区生玉前町２番６号

脳神経外科 神経
06-4303-5720 内科 リハビリ
テーション科

小出 泰道

小出内科神経科

543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町３番５号

06-6779-2003 神経内科

鈴木 聡

大阪赤十字病院

543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

06-6774-5111 神経内科

高橋 牧郎

大阪赤十字病院

543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

06-6774-5111 神経内科

柴田 洋子

大阪赤十字病院

543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

06-6774-5111 神経内科

雑賀 玲子

大阪赤十字病院

543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

06-6774-5111 神経内科

清水 幹人

ＮＴＴ西日本大阪病院

543-8922 大阪市天王寺区烏ケ辻二丁目６番４０号

06-6773-7181 神経内科

岡田 隆之

医療法人同仁会 松崎病院

544-0001 大阪市生野区新今里七丁目４番８号

06-6753-0255 神経内科

稲次 洋平

医療法人 協同診療所

544-0003 大阪市生野区小路東四丁目６番２７号

06-6752-5075

鈴木 秀和

医療法人育和会 育和会記念病院

544-0004 大阪市生野区巽北三丁目２０番２９号

06-6758-8000 神経内科

中谷 正

医療法人社団日翔会 生野愛和病院

544-0015 大阪市生野区巽南５丁目７番６４号

06-6791-7800

堀川 博誠

医療法人同友会 共和病院

544-0021 大阪市生野区勝山南四丁目１６番１０号

06-6718-2221 神経内科

内科 神経内科
消化器内科

内科 消化器内科
神経内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

山寺 慎一

医療法人菜の花会 菜の花診療所

544-0033 大阪市生野区勝山北２丁目１１番２２号

06-6716-7087

内科 小児科 神
経内科

江原 一雅

まえさこ医院

545-0021 大阪市阿倍野区阪南町一丁目５１番７号

06-6622-3272

内科、脳神経外
科、神経内科

浅井 千絵

大阪市保健所

545-0051 大阪市阿倍野区旭町１丁目２番７－１０００号

06-6647-4821 神経内科

竹内 潤

大阪鉄道病院

545-0053 大阪市阿倍野区松崎町一丁目２番２２号

06-6628-2221 神経内科

頼經 元

頼經クリニック

545-0053 大阪市阿倍野区松崎町４－５－３２－Ｂ１０１

06-6624-1066

神経内科 膠原病
内科

蔦田 強司

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121

老年内科 神経内
科

伊藤 義彰

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121

老年内科 神経内
科

安宅 鈴香

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121

老年内科 神経内
科

安部 貴人

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121 神経内科

武田 景敏

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121

三野 俊和

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121 神経内科

江村 俊也

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121

菊川 高行

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121 神経内科

長谷川 樹

大阪市立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号

06-6645-2121 神経内科

老年内科 神経内
科

老年内科 神経内
科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

06-6719-0929

内科 神経内科
小児科

葛本 佳正

医療法人 葛本医院

546-0044 大阪市東住吉区北田辺四丁目１１番２１号

西脇 新一

西脇クリニック

547-0011

大阪市平野区長吉出戸五丁目３番１号
パティオヒグチ１階

06-4302-2481

神経内科 精神科
心療内科

乾 松司

医療法人松史会 いぬいクリニック

547-0021 大阪市平野区喜連東三丁目５番６０号

06-6706-0551

脳神経外科 神経
内科

松原 毅

医療法人 緑風会病院

547-0034 大阪市平野区背戸口１－１８－１３

06-6705-1021 内科 神経内科

渡邉 敦彦

わたなべ脳神経外科クリニック

547-0044 大阪市平野区平野本町２丁目１０番２５号

脳神経外科、リハ
06-6777-1002 ビリテーション
科、神経内科

仁科 拓也

公益財団法人 日本生命済生会
日本生命病院

550-0006 大阪市西区江之子島２丁目１番５４号

06-6443-3446 神経内科

浅野 彰彦

公益財団法人 日本生命済生会
日本生命病院

550-0006 大阪市西区江之子島２丁目１番５４号

06-6443-3446 神経内科

佐藤 智彦

公益財団法人 日本生命済生会
日本生命病院

550-0006 大阪市西区江之子島２丁目１番５４号

06-6443-3446 神経内科

芳川 浩男

公益財団法人 日本生命済生会
日本生命病院

550-0006 大阪市西区江之子島２丁目１番５４号

06-6443-3446 脳神経内科

柳原 武彦

社会医療法人きつこう会 多根総合病院

550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号

06-6581-1071 神経内科

青池 太志

社会医療法人きつこう会 多根総合病院

550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号

06-6581-1071 神経内科

松崎 丞

社会医療法人きつこう会 多根総合病院

550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号

06-6581-1071 神経内科

白石 翔一

社会医療法人きつこう会 多根総合病院

550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号

06-6581-1071 神経内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

吉田 智子

社会医療法人きつこう会 多根総合病院

550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号

06-6581-1071 神経内科

北村 絵未

社会医療法人きつこう会 多根総合病院

550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号

06-6581-1071 神経内科

奥田 佳延

社会医療法人きつこう会
多根脳神経リハビリテーション病院

552-0011 大阪市港区南市岡一丁目１番４５号

06-6585-2743 脳神経内科

右見 正夫

社会医療法人きつこう会 多根第二病院

552-0021 大阪市港区築港三丁目４番２５号

06-6599-1212 内科 神経内科

白旗 信行

社会医療法人きつこう会 多根第二病院

552-0021 大阪市港区築港三丁目４番２５号

06-6599-1212 神経内科

田中 裕樹

社会医療法人きつこう会 多根第二病院

552-0021 大阪市港区築港三丁目４番２５号

06-6599-1212 神経内科

濱野 利明

関西電力病院

553-0003 大阪市福島区福島２－１－７

06-6458-5821 神経内科

津崎 光司

関西電力病院

553-0003 大阪市福島区福島２－１－７

06-6458-5821 神経内科

上原 尚子

関西電力病院

553-0003 大阪市福島区福島２－１－７

06-6458-5821 神経内科

上田 周一

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪病院

553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番７８号

06-6441-5451 神経内科

寺川 晴彦

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪病院

553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番７８号

06-6441-5451 神経内科

山下 和哉

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪病院

553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番７８号

06-6441-5451 神経内科

明浦 公彦

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪病院

553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番７８号

06-6441-5451 脳神経内科

大薗 達彦

社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院

554-0012 大阪市此花区西九条５丁目４番８号

06-6462-0261 神経内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

医療法人 歌島上田クリニック

555-0012 大阪市西淀川区御幣島一丁目４番９号

内科 小児科 外
科 整形外科 放
06-6471-1000
射線科、皮膚科、
神経内科、精神科

公益財団法人淀川勤労者厚生協会
附属のざと診療所

555-0024 大阪市西淀川区野里三丁目５番３４号

06-4808-8151 内科 神経内科

北野 英人

医療法人 北野クリニック

555-0031 大阪市西淀川区出来島一丁目４番１８号

06-6471-2916 神経内科

山田 郁子

なんば山田クリニック

556-0011

伊藤 和博

社会医療法人弘道会 なにわ生野病院

556-0014 大阪市浪速区大国１丁目１０番３号

06-6632-9915 神経内科

斎田 孝彦

医療法人 入野医院

556-0016 大阪市浪速区元町二丁目３番１９号

06-6632-3325 神経内科

竹島 多賀夫

社会医療法人寿会 富永病院

556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号

06-6568-1601 脳神経内科

柏谷 義宏

社会医療法人寿会 富永病院

556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号

06-6568-1601 脳神経内科

菊井 祥二

社会医療法人寿会 富永病院

556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号

06-6568-1601 脳神経内科

山川 健太郎

社会医療法人寿会 富永病院

556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号

06-6568-1601 神経内科

杉山 華子

社会医療法人寿会 富永病院

556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号

06-6568-1601 神経内科

宮原 淳一

社会医療法人寿会 富永病院

556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号

06-6568-1601 脳神経内科

團野 大介

社会医療法人寿会 富永病院

556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号

06-6568-1601 脳神経内科

上田 純也

大阪市浪速区難波中二丁目７番２３号
広和ビル５Ｆ

内科 神経内科
06-6641-0007 リハビリテーショ
ン科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

西川 正悟

まちかど診療所

557-0031 大阪市西成区鶴見橋１－１７－３５

立花 加奈子

かなこクリニック

558-0011

増井 義一

医療法人錦秀会 阪和病院

558-0041 大阪市住吉区南住吉三丁目３番７号

小松原 千鶴
子

小松原千鶴子診療所

558-0044

大阪市住吉区苅田五丁目１５番１３号
Ｓビル５階

大阪市住吉区長峡町６－７
住吉公園パインクレスト１Ｆ

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

06-4396-2277 内科 脳神経内科
06-6608-5626

心療内科 精神科
神経内科

06-6692-1181 神経内科
06-6671-1160 内科 神経内科

渡部 安晴

医療法人惠晴会 わたべクリニック

558-0056 大阪市住吉区万代東一丁目４番１２号

脳神経外科 神経
内科 小児外科
06-6609-6633
リハビリテーショ
ン科

澤田 甚一

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号

06-6692-1201 神経内科

坂口 学

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号

06-6692-1201 脳神経内科

星

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号

06-6692-1201 神経内科

隅蔵 大幸

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号

06-6692-1201 神経内科

深阪 勲

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号

06-6692-1201 神経内科

棚橋 貴夫

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号

06-6692-1201 脳神経内科

久堀 保

医療法人 くぼりクリニック

559-0004

上山 勝生

うえやま内科

530-0036 大阪市北区与力町２番１６－１０１号

拓

大阪市住之江区住之江１丁目４番２７号
ハイツ冨士１階

06-4701-5001

内科 神経内科
精神科

06-6135-0161 神経内科

氏名

主たる勤務先名称

主たる勤務先
郵便番号

主たる勤務先住所

主たる勤務先
電話番号

担当する診療科

隅藏 透

医療法人 隅倉クリニック

532-0026 大阪市淀川区塚本５－６－１７

06-6390-2776 内科 神経内科

大宮 忠利

社会福祉法人 大阪自彊館リベルテ診療所

533-0023 大阪市東淀川区東淡路一丁目４番４９号

06-6325-3302 内科 神経内科

川上 園子

阿倍野診療所

545-0053 大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番１０号

06-6626-3731 内科 神経内科

藤井 省治

阿波座診療所

550-0005

大阪市西区西本町二丁目５番１９号
東海建物西本町ビル２階

06-6534-5560 神経内科

山下 裕一

医療法人幸裕会 山下クリニック

557-0015

大阪市西成区花園南二丁目７番８号
泰山第１ビル１階

06-6653-2883 神経内科、内科
黄色の行は協力難病指定医です。

