
NO 医療機関名 開設者名 住　　　　　　所

1 さかぐちクリニック
サカグチクリニック

坂口　一朗 堺市西区上野芝町２－７－３ 西友楽市上野芝２階

2 川上クリニック
カワカミクリニック

川上　勝彦 堺市北区北花田町４－９９－１５

3 あらまき整形外科クリニック
アラマキセイケイゲカクリニック

荒巻　忠道 堺市北区長曽根町3084-21

4 安
ヤスタケ

武内科
ナイカ

クリニック 安武　秀記 堺市西区上野芝向ヶ丘町5-22-8

5 いしいこどもクリニック
イシイコドモクリニック

石井　武文 堺市西区上野芝向ヶ丘町2-3-18

6 いしだクリニック
イシダクリニック

石田　佳代子 堺市堺区中之町西３－１－１５

7 いしだ医院 石田　秀之 堺市堺区一条通１５－２５

8 岩
イワ

本
モト

内科
ナイカ

クリニック 岩本　和也 堺市西区津久野町1-9-6

9 えずみクリニック
エズミクリニック

江角　晃治 堺市西区鳳南町三丁１９９番１２号　アリオ鳳アリオモール２階２５４０

10 オサダ整形外科クリニック
オサダセイケイゲカクリニック

和田　孝彦 堺市西区浜寺諏訪森町中１－１１２

11 かしわぎ眼科
カシワギガンカ

柏木　豊彦 堺市北区中百舌鳥町５－８ マンション　「ヒロ」１階

12 かとう鳳クリニック
カトウオオトリクリニック

加藤　　聡 堺市西区鳳東町２丁１７７－３

13 家原寺いけだクリニック 加藤　久晴 堺市西区家原寺町1-13-11

14 かみたにクリニック
カミタニクリニック

神谷　　敦 堺市西区上野芝町１－２５－１６

15 しまたに小児科
シマタニショウニカ

島谷　昌孝 堺市西区上714-1 朝日医療ビル鳳南4階

16 しんたに内科クリニック
シンタニナイカクリニック

新谷　真知子 堺市東区日置荘原寺町１９０－９　ミアカーサ萩原天神１０１

17 すぎうら内科小児科クリニック
スギウラナイカショウニカクリニック

杦浦　孝宗　 堺市堺区向陵中町３－４－２０

18 たなかクリニック
タナカクリニック

田中　康志 堺市西区津久野町2-6-1

19 つじもと内科クリニック
ツジモトナイカクリニック

辻本　裕樹 堺市中区深阪２丁目１６番４５号

20 中村
ナカムラクリニック

クリニック 中村　正人 堺市西区鳳中町3丁61-4

21 ながれだ皮膚科
ナガレダヒフカ

流田　妙子 堺市東区大美野３３－１１

22 にしおか整形外科
ニシオカセイケイゲカ

西岡　栄惠 堺市東区北野田１０８４－２０４ ベルヒル北野田２Ｆ２０４－３

23 はるお内科クリニック
ハルオナイカクリニック

玉置　治夫 堺市西区上野芝町3-3-24

24 ひがみ耳鼻咽喉科クリニック
ヒガミジビインコウカクリニック

萩原　訓子 堺市東区北野田１６－３１

25 ヒロタ糖尿病クリニック
ヒロタトウニョウビョウクリニック

廣田　則幸 堺市東区日置荘原寺町216-2

26 ほり眼科
ホリガンカ

堀　　知子 堺市堺区市之町西３－２－１４　和合ビル３階

27 ますたにクリニック
マスタニクリニック

桝谷　誠三 堺市西区浜寺南町３－２－１　ダイケンビル２階２０２号

28 松
マツモトナイカ

本内科クリニック 松本　惠一良 堺市西区鳳西町１－９２－２　マンション池尻１階

29 三谷
ミタニファミリークリニック

ファミリークリニック 三谷　和男 堺市西区鳳東町4丁354-1　Ｐｒｉｍｏおおとり１Ｆ

30 三谷
ミタニファミリークリニック

ファミリークリニック 巽　　欣子 堺市西区鳳東町4丁354-1　Ｐｒｉｍｏおおとり１Ｆ

31 村野
ムラノナイカクリニック

内科クリニック 村野　裕一 堺市西区津久野町1-4-3

32 森下
モリシタクリニック

クリニック 森下　俊男 堺市西区鳳東町3丁292-3　ビアンコート１階

33 安田整形外科クリニック
ヤスダセイケイゲカクリニック

安田　浩成 堺市堺区緑ヶ丘南町３－２－１９　松田ビル１階

34 ヤマグチ堺東クリニック
ヤマグチサカイヒガシクリニック

山口　修司 堺市堺区中瓦町１丁３－９

35 やまさき内科･胃腸科クリニック
ヤマサキナイカ・イチョウカクリニック

山﨑　雄一郎 堺市西区鳳中町２－３１－６　アカイビル１階

36 山戸
ヤマトクリニック

クリニック 山戸　昌樹 堺市北区百舌鳥本町1-7-2

37 ヤマネ眼科
ヤマネガンカ

山根　國継 堺市西区鳳南町3-199-12　アリオ鳳アリオモール２階２５１０

38 草部
クサベイノウエイイン

井上医院 井上　八壽榮 堺市西区草部１８１

39 臼井内科･消化器科クリニック
ウスイナイカ・ショウカキカクリニック

臼井　辰彦 堺市堺区大仙西町６－１５７－１　プランドールＦⅡ１階

40 唄医院
バイイイン

唄　　安夫 堺市西区浜寺諏訪森町東１－５９

41 横田クリニック
ヨコタクリニック

横田　博雅 堺市西区浜寺元町１－１１
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42 岡原診療所
オカハラシンリョウショ

岡原　　猛 堺市東区日置荘原寺町４３－１

43 岡室クリニック
オカムロクリニック

岡室　周英 堺市堺区向陵東町２－９－５

44 加藤内科みなとクリニック
カトウナイカミナトクリニック

加藤　洋二 堺市堺区出島海岸通２－６－２０

45 河野外科医院
コウノゲカイイン

河野　朗久 堺市南区若松台２－２－６

46 瓦谷クリニック
カワラタニクリニック

瓦谷　仁志 堺市北区南花田町１６９３－1

47 喜多クリニック
キタクリニック

喜多　紀人 堺市堺区向陵西町４－１０－８ サンライズガーデン三国ケ丘１Ｆ

48 吉川医院
ヨシカワイイン

吉川　隆啓 堺市西区草部１４１３

49 くげクリニック
クゲクリニック

久家　　清 堺市西区浜寺石津町中３－１４－１２

50 久保整形外科クリニック
クボセイケイゲカクリニック

久保　雅敬 堺市北区中長尾町２－１－２１

51 宮前医院
ミヤマエイイン

宮前　雅明 堺市堺区綾之町東１－１－３２

52 宮前医院
ミヤマエイイン

宮前　有子 堺市堺区綾之町東１－１－３２

53 宮﨑内科
ミヤザキナイカ

宮﨑　秀明 堺市南区高倉台２－５－８

54 玉井クリニック
タマイクリニック

玉井　良尚 堺市堺区少林寺町東２－２－４

55 玉置医院
タマキイイン

玉置　　純 堺市西区上野芝町４－１７－１５

56 近藤医院
コンドウイイン

近藤　宏和 堺市西区堀上緑町３－３－３０

57 熊野クリニック
クマノクリニック

熊野　道夫 堺市堺区大浜北町３－１２－７

58 熊野クリニック
クマノクリニック

熊野　健彦 堺市堺区大浜北町３－１２－７

59 熊野クリニック
クマノクリニック

熊野　文雄 堺市堺区大浜北町３－１２－７

60 江本クリニック
エモトクリニック

江本　　節 堺市北区長曽根町１４６７-１ エイトワンビル１階１０１

61 高安内科・循環器科クリニック
タカヤスナイカ・ジュンカンキカクリニック

高安　　健 堺市堺区中之町西１－１－１０ 堀ビル１階

62 高杉医院
タカスギイイン

高杉　東一 堺市中区八田西町２－１７－６

63 高村医院
タカムライイン

高村　知諭 堺市北区東雲東町２－１－１５

64 高田クリニック
タカタクリニック

高田　直樹 堺市西区浜寺船尾町西４－４９６

65 高田内科クリニック
タカダナイカクリニック

高田　幸三 堺市北区中百舌鳥町２－３９ クリスタルなかもず３０２

66 国枝医院
クニエダイイン

辻村　美穂子 堺市堺区大浜北町２－５－７

67 黒田クリニック
クロダクリニック

黒田　　修 堺市堺区南三国ヶ丘町４－３－１

68 今井はーとクリニック
イマイハートクリニック

今井　克次 堺市東区北野田１０７７ アミナス北野田２０４－１

69 佐々木内科クリニック
ササキナイカクリニック

佐々木　德久 堺市北区百舌鳥赤畑町２－５５－１ ＴＳカーサ・セコンドマンション１Ｆ

70 佐藤内科医院
サトウナイカイイン

佐藤　智信 堺市堺区甲斐町東１－１－１０　ＨＫビル２階

71 佐道医院
サドウイイン

佐道　理文 堺市堺区桜之町西１－１－２４

72 斎藤医院
サイトウイイン

斎藤　振二 堺市堺区少林寺町西２－２－２０

73 笹井耳鼻咽喉科医院
ササイジビインコウカイイン

笹井　秀彦 堺市北区北花田町３－１７－３

74 三木内科
ミキナイカ

三木　　敦 堺市南区若松台２－２－８

75 山下クリニック
ヤマシタクリニック

山下　成信 堺市美原区北余部５８－６

76 山手医院
ヤマテイイン

山手　秀和 堺市堺区桜之町東１－１－３

77 山田医院
ヤマダイイン

山田　全寛 堺市堺区御陵通１－８

78 山田医院
ヤマダイイン

山田　摩利子 堺市堺区御陵通１－８

79 山田眼科医院
ヤマダガンカイイン

山田　日出美 堺市北区百舌鳥赤畑町４－２５４－１

80 奥田
オクダ

内科
ナイカ

医院
イイン

奥田　健 堺市北区百舌鳥赤畑町４－２５４－１

81 山藤外科
サントウゲカ

山藤　俊輔 堺市南区御池台３－２－１

82 山尾内科クリニック
ヤマオナイカクリニック

山尾　卓司 堺市東区野尻町５２５

83 山本クリニック
ヤマモトクリニック

山本　克夫 堺市南区茶山台３－３８－８

84 児玉泌尿器科
コダマヒニョウキカ

児玉　光正 堺市堺区三国ヶ丘御幸通８　三国ケ丘ビル４階

85 寺山クリニック
テラヤマクリニック

寺山　元和 堺市東区西野４４０－４　ドゥウェルプレシャス１階



NO 医療機関名 開設者名 住　　　　　　所

86 小瀬整形外科
オゼセイケイゲカ

小瀬　弘一 堺市堺区田出井町１－１－１００

87 小田医院
オダイイン

小田　　真 堺市西区浜寺石津町中５－５－１４

88 小野クリニック
オノクリニック

小野　晃範 堺市東区日置荘西町１－１２－３

89 小林内科医院
コバヤシナイカイイン

小林　勇介 堺市南区新檜尾台４－１５－７

90 松井医院
マツイイイン

松井　　潔 堺市西区浜寺元町５－５１４

91 松浦クリニック
マツウラクリニック

松浦　道生 堺市堺区熊野町西３－２－３

92 森クリニック
モリクリニック

森　　英光 堺市美原区大保１６－１

93 森本医院
モリモトイイン

森本　和弘 堺市北区新金岡町２－５－１－２２

94 神原医院
カンバライイン

神原　幹司 堺市堺区石津町３－２－７

95 整形
タダクリニック

外科多田クリニック 多田　浩一 堺市中区深井沢町３２７１　サンケイビル３階

96 整形外科中野クリニック
ナカノクリニック

中野　彰夫 堺市南区若松台３－３４－２２

97 星田医院
ホシダイイン

洒井　英雄 堺市西区浜寺諏訪森町中１－１１４

98 清水内科
シミズナイカ

清水　健司 堺市南区桃山台２－１５－１

99 西川クリニック
ニシカワクリニック

西川　正治 堺市東区丈六１６０－１

100 西沢整形外科クリニック
ニシザワセイケイゲカクリニック

西澤　　徹 堺市東区日置荘西町１－１５－２３

101 ＫＡＷＡレディースクリニック
カワレディースクリニック

石橋　尚武 堺市南区若松台３－２－３

102 川田眼科
カワタガンカ

川田　勝康 堺市西区上野芝町３－３－９　ＹＫビル１階

103 川北整形外科
カワキタセイケイゲカ

川北　浩史 堺市南区鴨谷台２－１－５　サンピア２番館２階

104 前川泌尿器科
マエカワヒニョウキカ

前川　たかし 堺市南区茶山台１－６－１ ステ－ションプラザ泉ヶ丘３階

105 村上医院
ムラカミイイン

村上　隆士 堺市堺区南三国ヶ丘町１－２－２５

106 村田医院
ムラタイイン

村田　省吾 堺市中区陶器北６５５－１

107 太田医院
オオタイイン

太田　俊輔 堺市東区北野田１１４－６

108 大住医院
オオスミイイン

大住　高子 堺市堺区中安井町２－１－１

109 大西内科クリニック
オオニシナイカクリニック

大西　幸作 堺市北区百舌鳥梅北町１－１０ ライブコ－ト三国ケ丘１階

110 大川内科医院
オオカワナイカイイン

大川　典彦 堺市堺区京町通３－２５

111 大浜クリニック
オオハマクリニック

池井　康人 堺市堺区大浜南町２－２－１６

112 棚橋内科・循環器科
タナハシナイカ・ジュンカンキカ

棚橋　秀生 堺市北区長曽根町１４６９-１

113 谷和医院
タニワイイン

谷和　光彦 堺市堺区三国ヶ丘御幸通２－１

114 池上医院
イケガミイイン

池上　雅久 堺市堺区住吉橋町１－５－３

115 医
イジュンカイ

潤会　内視鏡
ナイシキョウ

クリニック 中西　弘幸 堺市堺区熊野町東４－４－１９　平成ビル４階

116 中川眼科クリニック
ナカガワガンカクリニック

中川　美和子 堺市堺区三国ヶ丘御幸通１０　三幸ビル４階

117 中村医院
ナカムライイン

中村　　登 堺市中区深井中町２９５５

118 中村診療所
ナカムラシンリョウショ

中村　哲彦 堺市中区東八田２４－５

119 中村診療所
ナカムラシンリョウショ

中村　純友 堺市東区西野４９２－２

120 中尾内科クリニック
ナカオナイカクリニック

中尾　治義 堺市中区深井東町２６４８－１６

121 中野医院
ナカノイイン

中野　利夫 堺市南区三原台３－３９－２０

122 厚
コウセイ

世会
カイ

医院
イイン

中野　厚夫 堺市北区百舌鳥梅北町４－１６３

123 長山整形・内科
ナガヤマセイケイ・ナイカ

長山　　正 堺市堺区戎島町３－４

124 沈沢医院
シズサワイイン

沈沢　政男 堺市堺区大浜北町２－１－３０

125 塚田内科クリニック
ツカダナイカクリニック

塚田　裕久 堺市堺区熊野町東３－１－２７

126 田村外科整形外科
タムラゲカセイケイゲカ

田村　友彦 堺市西区津久野町１－８－１２

127 田端医院
タバタイイン

田端　運久 堺市堺区熊野町西３－２－１３　　堺駅前ビル２階

128 田中医院
タナカイイン

田中　由宇志 堺市中区深井水池町３０１３

129 田中外科クリニック
タナカゲカクリニック

田中　俊司 堺市南区庭代台１－３５－１



NO 医療機関名 開設者名 住　　　　　　所

130 田中耳鼻咽喉科
タナカジビインコウカ

田中　　暁 堺市北区新金岡町５－１－１　フレスポしんかな３階

131 田辺医院
タナベイイン

田邉　良己 堺市堺区新在家町東１－２－７

132 嶋田クリニック
シマダクリニック

嶋田　一郎 堺市南区桃山台２－３－４　　ツインビル桃山２階

133 藤森クリニック
フジモリクリニック

藤森　次勝 堺市東区日置荘西町６－７－１

134 藤田クリニック
フジタクリニック

藤田　素樹 堺市西区津久野町１－４－３

135 藤田医院
フジタイイン

藤田　　環 堺市北区南花田町３０２－１４

136 内科奥医院
オクイイン

奥　　英敏 堺市南区晴美台３－１－１

137 日高耳鼻咽喉科
ヒダカジビインコウカ

日高　悦子 堺市南区赤坂台３－１０－４

138 入口眼科
イリグチガンカ

入口　辰雄 堺市西区鳳東町２－１８６－３

139 梅山医院
ウメヤマイイン

梅山　智子 堺市東区日置荘西町１－４７－２３

140 白畠内科
シラハタナイカ

白畠　俊治 堺市西区鳳西町３－３－９

141 八木クリニック
ヤギクリニック

八木　潤子 堺市堺区神明町西１－１－１７

142 八木医院
ヤギイイン

八木　和歌穂 堺市南区高倉台３－３－２

143 飯田一条通診療所
イイダイチジョウドオリシンリョウジョ

飯田　尚武 堺市堺区一条通４－１２

144 樋上小児科
ヒガミショウニカ

樋上　　忍 堺市西区鳳東町２－１６４－５

145 尾花医院
オバナイイン

尾花　俊作 堺市堺区錦綾町３－４－１０

146 尾崎クリニック
オザキクリニック

尾崎　晋一 堺市東区大美野１５０－５

147 武田医院
タケダイイン

武田　行正 堺市西区浜寺諏訪森町中２－２２６

148 武田眼科
タケダガンカ

武田　純爾 堺市東区日置荘西町１－４７－１７

149 平戸医院
ヒラトイイン

平戸　民男 堺市南区晴美台２－３０－９

150 米本眼科
ヨネモトガンカ

米本　壽史 堺市堺区香ヶ丘町１－３－５

151 片岡医院
カタオカイイン

片岡　隆嗣 堺市堺区西永山園４－３

152 北庄司眼科医院
キタショウジガンカイイン

北庄司　清子 堺市堺区春日通２丁７－１

153 北村医院
キタムライイン

北村　　洋 堺市東区日置荘西町２－１５－２

154 北野医院
キタノイイン

北野　年弘 堺市北区百舌鳥梅町１－９－１３

155 面川外科胃腸科
オモカワゲカイチョウカ

先山　尚美 堺市西区平岡町２８０－２

156 落合医院
オチアイイイン

落合　英一 堺市中区深井清水町３４４８－２

157 林医院
ハヤシイイン

林　　喜一 堺市中区八田寺町２４４－５

158 やまたつ眼科
ヤマタツガンカ

山田　達生 堺市中区大野芝町１３５－３

159 にしで皮フ科クリニック
ニシデヒフカクリニック

西出　武司 堺市西区菱木１－２２２９－２

160 株式会社
クボタサカイセイゾウシンリョウショ

クボタ堺製造所診療所 吉田　康弘 堺市堺区石津北町６４

161 なかむら胃腸肛門クリニック
ナカムライチョウコウモンクリニック

中村　浩一 堺市北区中百舌鳥町4丁574　エイトワンビル１，２階

162 なかもずクリニック
ナカモズクリニック

葛西　宏一郎 堺市北区金岡町１３８２－１　中百舌鳥クエストコート中館２０１

163 さえきクリニック
サエキクリニック

佐伯　清幸 堺市北区新金岡町５－３－１０

164 石山
イシヤマ

診療所
シンリョウジョ

石山　堅司 堺市西区鳳東町３－２６８－２

165 黒部
クロベイイン

医院 黒部　肇 堺市北区大豆塚町１－１－１

166 富田
トミタナイカイイン

内科医院 冨田　奈留也 堺市堺区材木町西３丁１－２８

167 さわだ眼科
サワダガンカ

澤田　浩作 堺市北区中百舌鳥町２丁３９番地　クリスタルなかもず３０１

168 かねしろクリニック
カネシロクリニック

金城　永治 堺市堺区東雲西町１丁１－１１　ＪＲ堺市駅ＮＫビル１Ｆ

169 かがやきクリニック
カガヤキクリニック

南條　浩輝 堺市南区竹城台４丁１-１４　オフィスキャロー１０１

170 岡原
オカハラクリニック

クリニック 岡原　　和弘 堺市西区津久野町３－２７－５０

171 THM　森口クリニック
モリグチクリニック

森口　　知則 堺市堺区榎元町６－５－１２

172 林小児科クリニック
ハヤシショウニカクリニック

林　　丈二 堺市東区北野田345-4

173 なかしま内科クリニック
ナカシマナイカクリニック

中島　正好 堺市堺区田出井町１－１－２０８　ベルマージュ堺２階



NO 医療機関名 開設者名 住　　　　　　所

174 ともつ内科クリニック
トモツナイカクリニック

鞆津　浩一 堺市東区北野田１０８４　ベルヒル北野田２０４－２

175 澤田
サワダセイケイゲカイイン

整形外科医院 澤田　出 堺市南区竹城台３－３－５

176 (医)山口クリニック
ヤマグチクリニック

山口　勝雄 高石市綾園１－１－２１

177 小田クリニック
オダクリニック

小田　明夫 高石市綾園１－２－２１

178 (医)岩田医院
イワタイイン

岩田　信生 高石市羽衣１－１１－１２

179 耳鼻咽喉科 竹本クリニック
タケモトクリニック

竹本　市紅 高石市取石２－２－８

180 やだクリニック
ヤダクリニック

矢田　克嗣 高石市千代田1-11-1

181 横山整形外科
ヨコヤマセイケイゲカ

横山　正弘 高石市東羽衣５－２－１０

182 おおさわ.クリニック
オオサワクリニック

大澤　英寿 高石市東羽衣３-２-２

183 加藤
カトウクリニック

クリニック 加藤 仁 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-14　セントポーリアＧ－１０１

184 小杉
コスギセイケイゲカ・リハビリカ

整形外科・リハビリ科 小杉　祐一 大阪市北区梅田３丁目１番１号大阪ターミナルビル１７階

185 清田クリニック
キヨタクリニック

清田　敦彦 松原市西野々１丁目１－１

186 岡本内科
オカモトナイカ

岡本　隆司 堺市東区白鷺町３－３－７

187 ぐんぐんキッズクリニック
グングンキッズクリニック

中野　景司 堺市北区中百舌鳥町２丁２１　大休ビル１階

188 ぐんぐんキッズクリニック
グングンキッズクリニック

中野　幸子 堺市北区中百舌鳥町２丁２１　大休ビル1階

189 杉山
スギヤマクリニック

クリニック 杉山　和義 堺市中区深井沢町３２９４

190 桃山台
モモヤマダイヤマモトナイカ

山本内科 山本　圭 堺市南区桃山台４－２－６

191 山口
ヤマグチ

医院
イイン

山口　眞司 堺市中区土師町１－２７－３

192 木本内科
キモトナイカ

木本　渺夫 泉南郡熊取町和田１丁目１－１５

193 尾崎
オザキイイン

医院 尾﨑　高志 河内長野市本町２９－２７

194 沢田レディースクリニック
サワダレディースクリニック

澤田　雄至 高石市千代田１－２６－１９

195 石井医院
イシイイイン

石井　望人 高石市東羽衣２－２－１０

196 山下内科
ヤマシタナイカ

山下　喜志 和泉市太町１４５－４０

197 とうじょうクリニック
トウジョウクリニック

東條　修 和泉市鶴山台1-24-6

198 とうじょうクリニック
トウジョウクリニック

東條　周子 和泉市鶴山台1-24-6

199 田中循環器内科
タナカジュンカンキナイカ

田中　秀昌 和泉市府中町３丁目９－１

200 国頭医院
クニトウイイン

國頭　悟 和泉市伏屋3-7-34泉北第２ビル1階

201 八星内科クリニック
ハチボシナイカクリニック

八星　元彦 堺市堺区旭ヶ丘中町１－３１－２　滝本ビル１階

202 若山眼科
ワカヤマガンカ

上田　資生 堺市堺区旭ヶ丘南町３－１－６

203 橋本医院
ハシモトイイン　

橋本　淳 堺市堺区綾之町東１－２－３５　グランツハイム１階

204 森﨑耳鼻咽喉科
モリサキジビインコウカ

森﨑　昇 堺市堺区栄橋町２－２－２３　ベルメゾン堺１０１号

205 東皮フ科医院
ヒガシヒフカイイン

東　禹彦 堺市堺区永代町１－１－６

206 しいな医院
シイナイイン

椎名　昌美 堺市堺区永代町６－２－１４

207 堺京町・ヒロ・クリニック
サカイキョウマチ・ヒロ・クリニック

陣内　浩喜 堺市堺区京町通２－７

208 井筒眼科医院
イヅツガンカイイン

井筒　雄一 堺市堺区熊野町東１－１－５

209 清水レディースクリニック
シミズレディースクリニック

清水　千賀子 堺市堺区向陵中町２－３－１３

210 菅野クリニック
カンノクリニック

菅野　展史 堺市堺区向陵中町２－６－１　　　パパラギヨシビル５階

211 石田
イシダメンタルクリニック

メンタルクリニック 石田　栄吉 堺市堺区向陵中町2-6-1　パパラギヨシビル４階

212 石村小児科医院
イシムラショウニカイイン

石村　和久 堺市堺区向陵東町２－２－１１

213 大塚クリニック
オオツカクリニック

大塚　浩史 堺市堺区向陵東町３－３－３

214 泉谷診療所
イズタニシンリョウジョ　

泉谷　陽子 堺市堺区香ヶ丘１－３－９

215 池田産婦人科
イケダサンフジンカ　

池田　聰明 堺市堺区材木町東３－１－２０

216 堀井医院
ホリイイイン　

堀井　嗣夫 堺市堺区桜之町東１－３－３０

217 結核予防会　堺複十字診療所
ケッカクヨボウカイ　サカイフクジュウジシンリョウショ

河面　孝 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９　南海堺東ビル８階
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218 ルナレディースクリニック
ルナレディースクリニック　

根来　良材 堺市堺区市之町西3-1-43　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑﾋﾞﾙ２F

219 𦚰医院
ワキイイン

𦚰　昌之 堺市堺区車之町東２－１－３

220 健育會　別所外科診療所
ベッショゲカシンリョウショ

南　一明 堺市堺区車之町東３－１－７

221 えびすメンタルクリニック
エビスメンタルクリニック

伊藤　直人 堺市堺区戎島町４－４５－１　　ポルタスセンタービル３Ｆ

222 堺北診療所
サカイキタシンリョウジョ　

千葉　博 堺市堺区宿屋町東２－１－５

223 中川クリニック
ナカガワクリニック

中川　義衛 堺市堺区出島海岸通１－１５－１

224 いづみ医院
イヅミイイン

泉　貴文 堺市堺区昭和通４－６５

225 松屋診療所
マツヤシンリョウジョ　

中西　節夫 堺市堺区松屋町２－３７

226 白井内科クリニック
シライナイカクリニック

白井　俊由 堺市堺区新町４－７　材庄ビル２階

227 いしかわクリニック
イシカワクリニック

石川　元春 堺市堺区新町５－１０　堺東メディカルビル４階・５階

228 たつだクリニック
タツダクリニック

辰田　昇 堺市堺区神石市之町16-25

229 つげ内科医院
ツゲナイカイイン

柘植　勇夫 堺市堺区石津町１－１５－１

230 たつみクリニック
タツミクリニック

巽　雄三 堺市西区浜寺石津町中１－３－９

231 高田クリニック
タカタクリニック

高田　英直 堺市堺区大仙中町７－１８

232 にしきこどもクリニック
ニシキコドモクリニック

西機　哲夫 堺市堺区大浜南町２－８－２３

233 かげやま医院
カゲヤマイイン

蔭山　充 堺市堺区大浜北町２－３－７

234 まなべ形成美容外科
マナベケイセイビヨウゲカ

眞鍋　幸嗣 堺市堺区中瓦町１－１－１２　エルビル１階

235 兵田堺東クリニック
ヒョウダサカイヒガシクリニック

橘　和哉 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９番地　南海堺東ビル７階

236 貴田医院
キダイイン

小林　隆 堺市堺区中三国ヶ丘町４－５－４

237 おおはし皮ふ科
オオハシヒフカ

大橋　明子 堺市堺区東雲西町１－１－１１　JR堺市駅NKビル２F

238 山県クリニック
ヤマガタクリニック

山縣　英生 堺市堺区南綾町４－４－１７

239 いわがきクリニック
イワガキクリニック

岩垣　聡一 堺市堺区南花田口町２－２－７ 南野ビル１－２Ｆ

240 志水堺東診療所
シミズサカイヒガシシンリョウジョ

遠藤　さゆり 堺市堺区南花田口町２－３－２０　三共堺東ビル８階

241 上野内科・小児科クリニック
ウエノナイカ・ショウニカクリニック

上野　洋史 堺市堺区南三国ヶ丘町１－1-13

242 松本内科クリニック
マツモトナイカクリニック　

松本　秀明 堺市堺区南清水町２－４－５

243 坂口クリニック
サカグチクリニック

坂口　国隆 堺市堺区南田出井町２－５－２０

244 武市耳鼻咽喉科
タケイチジビインコウカ

武市　直範 堺市堺区南旅篭町西１－１－６

245 星クリニック
ホシクリニック

星　脩 堺市堺区楠町１－１－１　　東湊ショッピングプラザ２階

246 藤本クリニック
フジモトクリニック

藤本　雄二 堺市堺区北三国ヶ丘町８－８－１５　Ｄｉｅ　Ｋａｂｉｎｅ　４Ｆ

247 藤田内科
フジタナイカ　

藤田　春紀 堺市堺区北庄町２－１－１０

248 江藤内科医院
エトウナイカイイン　

江藤　浩 堺市堺区北半町西３－７

249 たちばな内科クリニック
タチバナナイカクリニック

橘　克英 堺市堺区緑ヶ丘南町３－２－１８　山本ビル１階

250 ひじい耳鼻咽喉科
ヒジイジビインコウカ

肘井　禎卓 堺市西区上野芝向ヶ丘町２－８－２

251 きたがわ医院
キタガワイイン

北川　友朗 堺市西区上野芝向ヶ丘町６－１６－５３

252 よしもと整形外科
ヨシモトセイケイゲカ

良元　昌富 堺市西区上野芝町１－１１－２９

253 おおかわ皮ふ科クリニック
オオカワヒフカクリニック

大川　毅 堺市西区上野芝町3-3-24　メディカルシティ1階

254 おくだ耳鼻咽喉科
オクダジビインコウカ

奥田　文幸 堺市西区津久野町１－８－18

255 楠本小児科
クスモトショウニカ

楠本　清明 堺市西区菱木４－１０９４－２

256 北野耳鼻咽喉科医院
キタノジビインコウカイイン

北野　康雄 堺市西区浜寺諏訪森町西２－８０－１－１０１

257 加藤内科
カトウナイカ

加藤　研一 堺市西区浜寺諏訪森西２－９０－１　ラツール諏訪森１Ｆ

258 近江内科医院
オウミナイカイイン

近江　まち子 堺市西区浜寺諏訪森町中3-244-10

259 耳鼻咽喉科　南医院
ミナミイイン

浪花　有紀 堺市西区浜寺石津町中３－１４－１７

260 高田眼科
タカタガンカ

髙田　明子 堺市西区浜寺船尾町西４－５０８

261 しまキッズクリニック
シマキッズクリニック

島　雅昭 堺市西区浜寺南町３－２－１　浜寺メディカルスクエア２階２０２
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262 徳川レディースクリニック
トクガワレディースクリニック

徳川　吉弘 堺市西区浜寺南町３－２－１　浜寺メディカルスクエア３階３０２

263 法師山眼科
ホウシヤマガンカ

法師山　至 堺市西区浜寺南町３丁１－２

264 西原医院
ニシハライイン

西原　謙 堺市西区平岡町２７３

265 あけど眼科
アケドガンカ

明渡　英昭 堺市西区鳳西町１－１８－１

266 おおとり診療所
オオトリシンリョウジョ

大鳥　和彦 堺市西区鳳西町１－１８－１

267 西口整形外科医院
ニシグチセイケイゲカイイン

西口　豊憲 堺市西区鳳西町１－７４

268 井関クリニック
イセキクリニック

井関　達男 堺市西区鳳中町４－９４　　メゾン鳳21　１階

269 おおとりよしだクリニック
オオトリヨシダクリニック

吉田　充孝 堺市西区鳳東町１－３８－２

270 皮膚科
クメクリニック

眼科くめクリニック 久米　昭廣 堺市西区鳳東町１－６５－２　平兵衛第５ビル１Ｆ

271 西野内科
ニシノナイカ

西野　義昭 堺市西区鳳東町２－１８１－１

272 ヒキタ鳳健診クリニック
ヒキタオオトリケンシンクリニック

疋田　米造 堺市西区鳳東町４－４０１－１

273 耳原鳳クリニック
ミミハラオオトリクリニック

池田　信明 堺市西区鳳南町５－５９５

274 朴井診療所
ボクイシンリョウジョ

朴井　研介 堺市西区鳳北町４－２１７

275 木村ファミリークリニック
キムラファミリークリニック

木村　雅英 堺市西区北条町２－２９－７

276 上野内科医院
ウエノナイカイイン

上野　順子 堺市西区堀上緑町２－２－１

277 村
ムラキクリニック

木クリニック 村木　宏要 堺市中区宮園町２－１６

278 宮脇内科クリニック
ミヤワキナイカクリニック

宮脇　正三 堺市中区深井沢町３１４２　　霜野ビル１階

279 林耳鼻咽喉科
ハヤシジビインコウカ

林　節子 堺市中区深井沢町３１４２　　霜野ビル１階

280 にいがわクリニック
ニイガワクリニック

新川　久義 堺市中区深井沢町３２７１　サンケイビル４階

281 原田眼科医院
ハラダガンカイイン

原田　範子 堺市中区深井沢町３２８１　　中村ビル１階

282 南波クリニック
ナンバクリニック

南波　正敦 堺市中区深井沢町３２８７　　辻尾ビル３階

283 福山耳鼻咽喉科
フクヤマジビインコウカ

福山　泰彦 堺市中区深井沢町３３９０－１

284 朝山医院
アサヤマイイン

朝山　修造 堺市中区深井沢町３４０１　　エスト深井１０１号

285 日野クリニック
ヒノクリニック

小塚　雄民 堺市中区深井中町１２４８番地

286 やすらぎの園診療所
ヤスラギノソノシンリョウジョ

土手　健作 堺市中区深井畑山町２５２８－１

287 といかわクリニック
トイカワクリニック

樋川　秀樹 堺市中区深阪１９７６－１

288 井上内科クリニック
イノウエナイカクリニック

井上　英二 堺市中区深阪２３４５　吉田ビル１階

289 神元クリニック
カミモトクリニック

神元　章雄 堺市中区大野芝町１８０　神工ビル２階

290 にしのクリニック
ニシノクリニック

西野　幹夫 堺市中区大野芝町５９３　大野芝一番館１階

291 中谷診療所
ナカタニシンリョウジョ

中谷　一昭 堺市中区辻之１１６１－３

292 田村眼科
タムラガンカ

田村　恭子 堺市中区土師町１－６－１５　ヴィラ・レスポワール２階

293 片山土師診療所
カタヤマハゼシンリョウジョ

片山　虔 堺市中区土師町３－２６－２６

294 唐﨑内科クリニック
カラサキナイカクリニック

唐﨑　専也 堺市中区土塔町３３２５

295 かなざきこどもクリニック
カナザキコドモクリニック

金﨑　光治 堺市中区土塔町３３２７

296 ベルライフケアクリニック
ベルライフケアクリニック

若山　公作 堺市中区東山５８０－１

297 みやわき診療所
ミヤワキシンリョウショ

宮脇　陽二 堺市中区東山７３３－２

298 津田胃腸科医院
ツダイチョウカイイン

津田　義則 堺市中区陶器北１７００－１

299 なやクリニック
ナヤクリニック

納谷　敦夫 堺市中区陶器北４４９

300 ララランドクリニック
ララランドクリニック

谷　仁孝 堺市中区八田西町１－４２２－２

301 小川内科
オガワナイカ

小川　和紀 堺市中区八田西町2-10-35-1

302 永田整形外科
ナガタセイケイゲカ

永田　行男 堺市中区八田北町４６１－５

303 上野医院
ウエノイイン

上野　秀明 堺市中区福田５４０－５

304 すわ医院
スワイイン

諏訪　雅男 堺市中区福田９０２－１

305 新井内科クリニック
アライナイカクリニック

新井　敬一 堺市東区引野町３丁４８－２
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306 飯田耳鼻咽喉科
イイダジビインコウカ

飯田　覚 堺市東区草尾３２１－１

307 松本クリニック
マツモトクリニック

松本　健次郎 堺市東区大美野１０－１６

308 森田医院
モリタイイン

森田　康仁 堺市東区大美野１５９－２２

309 松野泌尿器科クリニック
マツノヒニョウキカクリニック

松野　嘉紀 堺市東区大美野８－１９

310 北田診療所
キタダシンリョウジョ

北田　仁彦 堺市東区大美野９４－２

311 永山リウマチ整形外科
ナガヤマリウマチセイケイゲカ

永山　武一 堺市東区日置荘西町４－３－２５

312 矢吹クリニック
ヤブキクリニック

矢吹　公平 堺市東区白鷺町３－１９－７　ビオス白鷺１階

313 中平医院
ナカヒライイン

中平　進一 堺市東区菩提町４－１７７

314 メリアクリニック
メリアクリニック

平野　智子 堺市東区北野田1084-204　ベルヒル北野田２F

315 西野クリニック
ニシノクリニック

西野　佳秀 堺市東区北野田４５５－３

316 にしじまクリニック
ニシジマクリニック

西島　誠聡 堺市東区北野田８９４－１

317 たみの医院
タミノイイン

民野　和子 堺市東区北野田９８

318 宮﨑医院
ミヤザキイイン

宮﨑　俊夫 堺市東区野尻町２９３－５

319 もりもと泌尿器科クリニック
モリモトヒニョウキカクリニック

森本　康裕 堺市南区鴨谷台２－１－３　　光明池アクト２階

320 丸山内科クリニック
マルヤマナイカクリニック

丸山　宜之 堺市南区鴨谷台２－１－３　　光明池アクト３階

321 山口こどもクリニック
ヤマグチコドモクリニック

山口　仁 堺市南区鴨谷台２－１－５　　サンピア２番館2階

322 山本産婦人科
ヤマモトサンフジンカ

山本　充 堺市南区鴨谷台３－６－２

323 銀杏会クリニック
ギンナンカイクリニック

西浦　弘晃 堺市南区原山台５－９－５　クロスモールＢ館２階

324 まきクリニック
マキクリニック

牧　訓正 堺市南区原山台４－１５－２

325 山口クリニック
ヤマグチクリニック

山口　勝治 堺市南区高倉台２－８－５

326 小川クリニック
オガワクリニック

小川　光一 堺市南区高尾２－４４８

327 藤谷眼科
フジタニガンカ

藤谷　博行 堺市南区三原台1-1-3　ジョイパーク泉ヶ丘２F

328 井上クリニック
イノウエクリニック

井上　嘉一 堺市南区三原台１－２－３　ルルポ泉ヶ丘１Ｆ

329 伊東皮膚科
イトウヒフカ

伊東　香代子 堺市南区三原台４－１－５

330 しまだ耳鼻咽喉科医院
シマダジビインコウカイイン

島田　純 堺市南区三原台４－１－６

331 沖田耳鼻咽喉科医院
オキタジビインコウカイイン

沖田　有弘 堺市南区若松台２－２－１

332 にしがいと内科クリニック
ニシガイトナイカクリニック

西垣戸　伸哉 堺市南区城山台２－２－１２

333 田邉耳鼻咽喉科
タナベジビインコウカ

田中　久哉 堺市南区城山台３－３－１

334 米田外科クリニック
ヨネダゲカクリニック

米田　光里 堺市南区城山台３－３－５

335 坂口眼科医院
サカグチガンカイイン

坂口　泰久 堺市南区深阪南１５１－１

336 赤井マタニティクリニック
アカイマタニティクリニック

赤井　マリ子 堺市南区深阪南１６７

337 平戸
ヒラトイイン

医院 平戸　宏 堺市南区晴美台２－３０－９

338 くわ総合クリニック
クワソウゴウクリニック

桑　敏之 堺市南区晴美台２－３５－１０

339 長谷川医院
ハセガワイイン

長谷川　勝彦 堺市南区赤坂台３－１０－３

340 浜中産婦人科
ハマナカサンフジンカ

浜中　信明 堺市南区赤坂台３－１０－５

341 石上整形外科
イシガミセイケイゲカ

石上　仁丸 堺市南区赤坂台３－１０－６

342 高橋クリニック
タカハシクリニック

高橋　幸也 堺市南区竹城台１－１－２

343 すが内科クリニック
スガナイカクリニック

菅　万昌 堺市南区茶山台１－２－４　パンジョ西館３階

344 大槻レディースクリニック
オオツキレディースクリニック

大槻　芳朗 堺市南区茶山台１－２－４　パンジョ西館３階

345 山本内科
ヤマモトナイカ

山本　健太郎 堺市南区茶山台３－２１－１８

346 ぽらんのひろば井上診療所
ポランノヒロバイノウエシンリョウジョ

井上　朱實 堺市南区庭代台１丁７－６

347 大平産婦人科
オオヒラサンフジンカ

大平　源吾 堺市南区桃山台４－２－４

348 植月医院
ウエツキイイン

植月　勇雄 堺市南区片蔵２３－１

349 久保内科クリニック
クボナイカクリニック

久保　篤史 堺市南区和田50
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350 ミノヤマ耳鼻咽喉科
ミノヤマジビインコウカ

箕山　学 堺市南区槇塚台１－１１－２

351 福岡外科医院
フクオカゲカイイン

福岡　宏 堺市南区槇塚台１－１１－４

352 長谷川内科
ハセガワナイカ

長谷川　博司 堺市南区槇塚台３－２－４

353 平尾荘診療所
ヒラオソウシンリョウジョ

関　久義 堺市美原区平尾１９３８－１

354 なかの医院
ナカノイイン

中野　隆仁 堺市美原区北余部４０－３９

355 ユサ眼科クリニック
ユサガンカクリニック

遊佐　留実 堺市美原区北余部４５２－４　北余部ふれあい会館２階

356 戸田こどもクリニック
トダコドモクリニック

戸田　常仁 堺市美原区北余部４９１－６

357 たかみね眼科
タカミネガンカ

高峯　行男 堺市北区奥本町１－４

358 まつお小児科
マツオショウニカ

松尾　泰孝 堺市北区金岡町１３８２－１　中百舌鳥クエストコート中館２０２

359 吉岡クリニック
ヨシオカクリニック

吉岡　卓治 堺市北区金岡町２３０５

360 西川医院
ニシカワイイン

西川　厚 堺市北区金岡町８９３

361 つつい眼科クリニック
ツツイガンカクリニック

筒井　一夫 堺市北区新金岡町５－３－１１０　　エスポワール新金岡１階

362 豊田眼科
トヨダガンカ

豊田　公子 堺市北区蔵前町1-18-16

363 植田クリニック
ウエダクリニック

植田　雅治 堺市北区蔵前町1-7-2

364 紺屋泌尿器科
コンヤヒニョウキカ

紺屋　英児 堺市北区蔵前町２－１－１３　サイリョウビル２階

365 みずもと皮ふ科
ミズモトヒフカ

水本　洋 堺市北区蔵前町３－２－８　サンロード蔵前ビル１階

366 みみはらファミリークリニック
ミミハラファミリークリニック

影山　浩 堺市北区蔵前町３－５－４７

367 辻野医院
ツジノイイン

辻野　孝 堺市北区中長尾町２－３－１３

368 津田クリニック
ツダクリニック

津田　典之 堺市北区中長尾町４－５－３　クラウンセゾン堺１階

369 なさこ耳鼻咽喉科
ナサコジビインコウカ

名迫　佳郎 堺市北区中百舌鳥町２－３９　　クリスタルなかもず２０２

370 ほり泌尿器科クリニック 堀　大輔 堺市北区中百舌鳥町２－３９　　クリスタルなかもず５０２

371 梶本クリニック分院
カジモトクリニックブンイン

梅原　秀人 堺市北区中百舌鳥町４－６１５－１

372 中川整形外科クリニック
ナカガワセイケイゲカクリニック

中川　伊佐夫 堺市北区中百舌鳥町５－１０　コーポベル１階

373 はやし内科クリニック
ハヤシナイカクリニック

林　孝浩 堺市北区中百舌鳥町５－２２　カサレスなかもず２Ｆ

374 野崎レディースクリニック
ノザキレディースクリニック

野崎　晃一 堺市北区百舌鳥梅町3丁32-4

375 岡クリニック
オカクリニック

岡　知子 堺市北区中百舌鳥町５－７９７

376 中百舌鳥おか内科医院
オカナイカイイン

村田　貞史 堺市北区中百舌鳥町６－８２５

377 もり耳鼻咽喉科
モリジビインコウカ

森　克己 堺市北区中百舌鳥町６－８８２－１　植松ビル１Ｆ

378 西山医院
ニシヤマイイン

西山　雅雄 堺市北区中百舌鳥町６－９９８－３－６－１０１

379 梶本クリニック新金岡分院
カジモトクリニックシンカナオカブンイン

杉浦　武嗣 堺市北区長曽根町１４６７－１　メディカルエイトワンビル２階

380 末吉内科
スエヨシナイカ

末吉　建治 堺市北区長曽根町１９１２

381 麻酔科柴クリニック
シバクリニック

柴　紘次 堺市北区長曽根町３０５６－９

382 今野クリニック
イマノクリニック

今野　美季 堺市北区長曽根町３０６５－１

383 政田整形外科リウマチ科
マサダセイケイゲカリウマチカ

政田　和洋 堺市北区長曽根町３０６５－８　政田ビル２階

384 おかもと眼科クリニック
オカモトガンカクリニック

岡本　直之 堺市北区長曽根町３０６９－６　　新金岡ビル４階

385 泌尿器科かわだクリニック
カワダクリニック

河田　陽一 堺市北区長曽根町３０６９－６　　新金岡ビル２階

386 いなたにクリニック
イナタニクリニック

稲谷　貴義 堺市北区長曽根町３０６９－９　カルム新金岡２階

387 中村耳鼻咽喉科
ナカムラジビインコウカ

中村　晶彦 堺市北区長曽根町７１９－１

388 三善医院
ミヨシイイン

三善　輝夫 堺市北区東雲東町３－８－８

389 もりた整形外科クリニック
モリタセイケイゲカクリニック

森田　謙一 堺市北区東三国ヶ丘町５－２－１７　　ＳＡＴＯＭＯビル２階

390 なかの医院
ナカノイイン

中野　厚志 堺市北区東三国ヶ丘町５－７－５

391 大村内科
オオムラナイカ

大村　俊二 堺市北区東浅香山町１－１１９

392 岩崎医院
イワサキイイン

岩崎　洋 堺市北区東浅香山町２－３３７

393 花田医院
ハナダイイン

松浦　欽司 堺市北区東浅香山町３－１３
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394 たまち眼科クリニック
タマチガンカクリニック

田町　武司 堺市北区東浅香山町４－１－１２　堺北花田プラウ４階

395 加藤耳鼻咽喉科医院
カトウジビインコウカイイン

加藤　伸一 堺市北区百舌鳥陵南町２－６２７

396 今井医院
イマイイイン

今井　隆 堺市北区百舌鳥赤畑町４－３４３－５

397 中山内科医院
ナカヤマナイカイイン

中山　美治郎 堺市北区百舌鳥梅町３－２１－７

398 吉田医院
ヨシダイイン

吉田　周逸 堺市北区百舌鳥梅北町５－４０３

399 しらさぎ診療所
シラサギシンリョウジョ

辻村　俊 堺市北区百舌鳥梅北町５－４１２

400 松下眼科
マツシタガンカ

松下　琢雄 堺市北区北花田町3-17-4　ディーセント北花田１Ｆ

401 近藤クリニック
コンドウクリニック

近藤　孝生 堺市北区北花田町３－１８－１

402 典子エンジェルクリニック
ノリコエンジェルクリニック

船越　典子 堺市北区北花田３－２８－１０

403 いけだこどもクリニック
イケダコドモクリニック

池田　和茂 堺市北区北花田町３－４５－４０

404 いこま内科眼科クリニック
イコマナイカガンカクリニック

生馬　和樹 堺市北区北花田町3-45-40　北花田メディカルシティ３Ｆ

405 福井耳鼻咽喉科
フクイジビインコウカ

福井　理雄 堺市北区北長尾町１－６－１１

406 まるたに眼科クリニック
マルタニガンカクリニック

丸谷　弘 堺市北区北長尾町１－７－１０

407 中産婦人科
ナカサンフジンカ

中　敬三 堺市北区北長尾町２－４－１５

408 多田医院
タダイイン

多田　和郎 堺市南区新桧尾台３－５－１

409 香ヶ丘診療所
カオリガオカシンリョウジョ　

中明　孝夫 堺市堺区香ヶ丘１－４－１９

410 高橋内科
タカハシナイカ

高橋　照孝 堺市南区大森１９８－１　中井テナントビル１階

411 さくら眼科
サクラガンカ

近藤　徳雄 堺市堺区南花田口町２－１－１８　新堺東ビル1階

412 田邊クリニック
タナベクリニック

田邉　廣己 堺市南区深阪南３０１－１

413 根来内科
ネゴロナイカ

根来　昴 堺市南区新桧尾台３－５－２

414 近江眼科
オウミガンカ

近江　俊作 堺市西区浜寺諏訪森町中3-244-29

415 山田皮膚科医院
ヤマダヒフカイイン

山田　啓子 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５

416 西谷内科
ニシタニナイカ

西谷　英樹 堺市北区百舌鳥梅町２－４１８

417 柳原医院
ヤナギハライイン

柳原　太 堺市北区金岡町７０４－２　エバグリーン金岡１－１０３

418 清水クリニック
シミズクリニック

清水　雅弘 河内長野市美加の台1-34-5

419 やまだ内科クリニック
ヤマダナイカクリニック

山田　政司 和泉市いぶき野5-1-2ピボ和泉中央２階

420 岩本診療所
イワモトシンリョウショ

岩本　直美 堺市北区百舌鳥梅北町３－１２５－２９２

421 小村歯科医院
コムラシカイイン

小村　正康 堺市堺区香ヶ丘町１－９－２９ 

422 榊原歯科医院
サカキバラシカイイン

榊原　　肇 堺市堺区今池町６－２－１１ 

423 たなか歯科
タナカシカ

田中　一弘 堺市堺区田出井町１－１－１００ ﾍﾞﾙﾏｰｼﾞｭ堺１Ｆ

424 西尾歯科医院
ニシオシカイイン

西尾　敏生 堺市堺区南三国ヶ丘町３－４－１７ 

425 山本歯科医院
ヤマモトシカイイン

山本　圭志 堺市堺区浅香山町２－２－１７ 

426 上田歯科
ウエダシカ

上田　隆弘 堺市堺区三宝町５－２８９－４６ 

427 岡田歯科医院
オカダシカイイン

岡田　弘隆 堺市堺区錦之町東１－２－２１ 

428 西村歯科
ニシムラシカ

池崎　慎一郎 堺市堺区鉄砲町１６－１ 七道駅前ﾏﾝｼｮﾝ１F

429 古川歯科医院
フルカワシカイイン

古川　秀明 堺市堺区三宝町４－２５４－１ ｵｰ･ｴﾌ･ｼｰﾋﾞﾙ２Ｆ

430 堀野歯科七道診療所
ホリノシカシチドウシンリョウジョ

堀野　恵三 堺市堺区三宝町１－２０ 辻ビル２Ｆ

431 ヤオ歯科医院
ヤオシカイイン

八百　正典 堺市堺区砂道町１－７－２２ 

432 山本歯科診療所
ヤマモトシカシンリョウジョ

山本　五郎 堺市堺区南清水町１－１－３４ 

433 あずま歯科医院
アズマシカイイン

東　　昭平 堺市堺区戎之町東３－１－４ 堺建設業会館１Ｆ　

434 センヤ歯科医院
センヤシカイイン

泉谷 祐紀員 堺市堺区市之町東２－１－２０ 

435 岡本歯科医院
オカモトシカイイン

犬伏　幸代 堺市堺区北瓦町２－４－１２ 岡本ビル１Ｆ  

436 石橋歯科医院
イシバシシカイイン

大谷  昌宏 堺市堺区北瓦町２－１－１７　フタバビル２Ｆ

437 髙端
タカハシデンタルクリニック

デンタルクリニック 髙端　淳也 堺市堺区新町５－１６ 堺東アサヒビル１Ｆ
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438 西村歯科堺東駅前診療所
ニシムラシカサカイヒガシエキマエシンリョウショ

西村　眞 堺市堺区北瓦町２－４－１８　現代堺東駅前ビル３Ｆ

439 畑﨑
ハタザキシカクリニック

歯科クリニック 畑﨑　貴彦 堺市堺区中瓦町２－１－１６ 

440 堀歯科医院
ホリシカイイン

堀　　義直 堺市堺区京町通４－２１ 

441 八木歯科クリニック
ヤギシカクリニック

八木　栄司 堺市堺区一条通１－２８ 

442 石倉歯科医院
イシクラシカイイン

石倉　邦俊 堺市堺区市之町西３－２－１４ 和合ビル４０１

443 河合歯科医院
カワイシカイイン

河合  泰則 堺市堺区大浜中町２－１－２１ 

444 酒井歯科医院
サカイシカイイン

酒井　秀樹 堺市堺区宿院町西４－２－６ ｻﾞ･ｳｴｽﾄ宿院壱番館２Ｆ

445 坂口歯科診療所
サカグチシカシンリョウジョ

坂口　　勝 堺市堺区市之町西２－２－８ ｺｰﾎﾟ幸１Ｆ　

446 重地
シゲチシカイイン

歯科医院 重地  正彦 堺市堺区中之町西３－１－１ 

447 恒久
コウキュウカイシカイイン

会歯科医院 髙松　恒美 堺市堺区戎島町４－４５－１  リーガロイヤルホテル堺１Ｆ

448 平野歯科医院
ヒラノシカイイン

平野　権栄 堺市堺区寺地町西２－２－１４ 

449 藤田
フジタシカ・キョウセイシカ

歯科･矯正歯科 藤田　　亨 堺市堺区戎島町３－２２－１ 南海堺駅ビル３Ｆ

450 ヨネダ歯科医院
ヨネダシカイイン

米田　孝誠 堺市堺区熊野町西２－２－２９ 第一ゼミ堺本部ビル１Ｆ

451 渡辺歯科医院
ワタナベシカイイン

渡辺　林三 堺市堺区少林寺町東１－２－６ 

452 天津歯科
アマツシカ

天津　　了 堺市堺区向陵中町２－６－１ ﾊﾟﾊﾟﾗｷﾞﾖｼﾋﾞﾙ３Ｆ　

453 岸本歯科
キシモトシカ

岸本　昌幸 堺市堺区向陵中町２－４－１２ 伸和ﾋﾞﾙ北館３Ｆ　

454 木田歯科医院
キダシカイイン

木田　進康 堺市堺区三条通６－２４ 

455 髙
タカギシカイイン

木歯科医院 髙木　広栄 堺市堺区南三国ヶ丘町１－５－１４ 

456 ながやま歯科
ナガヤマシカ

永山　成大 堺市堺区南三国ヶ丘町１－１－３ 

457 八百歯科医院
ヤオシカイイン

八百　正浩 堺市堺区向陵中町５－３－１５ 

458 あおき歯科医院
アオキシカイイン

青木　憲治 堺市堺区出島海岸通１－１４－５ ﾇｰﾍﾞﾙｳﾞｨｴ１０１号

459 梅田歯科医院
ウメダシカイイン

梅田ことみ 堺市堺区楠町１－１－３ 

460 下出歯科
シモイデシカ

下出　一夫 泉大津市末広町１－８－１０

461 堀野歯科 東湊診療所
ホリノシカ　ヒガシミナトシンリョウショ

堀野　慎也 堺市堺区東湊町５－３１６ 

462 真下歯科診療所
マシモシカシンリョウジョ

真下　博敏 堺市堺区菅原通１－１０－２ 

463 上原歯科医院
ウエハラシカイイン

上原　英士 堺市中区土師町３－８－２９ 

464 岡田歯科医院
オカダシカイイン

岡田  友之 堺市中区新家町５１０－１ 

465 小安
コヤスシカ

歯科 小安　信吾 堺市中区新家町６９３－１ ﾌｼﾞﾀﾋﾞﾙ１０２号

466 スゴウ歯科クリニック
スゴウシカクリニック

須郷　　暢 堺市中区土師町２－２９－１５ 

467 中西歯科医院
ナカニシシカイイン

中西　時彦 堺市中区堀上町１５１－４ 北野ﾋﾞﾙ１Ｆ　

468 西川歯科医院
ニシカワシカイイン

西川　雄喜 堺市中区八田北町４８９－１ 

469 宮里歯科医院
ミヤザトシカイイン

宮里　幸祐 堺市中区深井中町１０３１－７ 

470 やまがみ歯科
ヤマガミシカ

山上　博史 堺市中区八田西町２－１０－２０ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ１Ｆ　

471 池田歯科医院
イケダシカイイン

池田　晴彦 堺市中区福田５４５－３ 

472 富田歯科医院
トミタシカイイン

富田　康則 堺市中区深井沢町３１５６ 

473 なかざわ歯科・小児歯科
ナカザワシカ・ショウニシカ

中澤　敦也 堺市中区大野芝町２４０－８

474 西村歯科
ニシムラシカ

西村　育郎 堺市中区福田８６８－１ 向井ビル２Ｆ

475 平山歯科医院
ヒラヤマシカイイン

平山　雅一 堺市中区辻之１３９８－７ 

476 松本歯科医院
マツモトシカイイン

松本　好司 堺市中区深井沢町３２９０ 深井ﾌﾟﾗｻﾞＣ－７　

477 ほしの歯科医院
ホシノシカイイン

太原　和美 堺市東区日置荘西町４－３６－４ 星野ビル１Ｆ  

478 カスヤ歯科医院
カスヤシカイイン

加須屋 雅韶 堺市東区日置荘西町２－２１－８ 

479 西山歯科クリニック
ニシヤマシカクリニック

西山　雅康 堺市東区菩提町４－４９－９ 

480 松下歯科医院
マツシタシカイイン

松下　孝直 堺市東区日置荘西町７－１２－１３ 

481 山本歯科医院
ヤマモトシカイイン

山本　　覚 堺市東区菩提町４－１３３ 
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482 遠藤歯科医院
エンドウシカイイン

遠藤　輝久 堺市東区北野田１０８４ ﾍﾞﾙﾋﾙ北野田２０４－５

483 すみおか歯科クリニック
スミオカシカクリニック

住岡　広規 堺市東区丈六１８３－１８ ダイエー１Ｆ

484 中辻歯科医院
ナカツジシカイイン

中辻 三喜男 堺市東区大美野１３４－８２ 

485 西川歯科
ニシカワシカ

西川　和宏 堺市東区草尾３２９－１ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾊﾞｰ２Ｆ　

486 西川歯科医院
ニシカワシカイイン

西川　泰治 堺市東区丈六１５９－４ 

487 浜田歯科医院
ハマダシカイイン

濱田　　守 堺市東区北野田１３－１９ 

488 よしかわ歯科医院
ヨシカワシカイイン

吉川　亜希 堺市東区大美野１４－１４ 

489 浅井歯科医院
アサイシカイイン

浅井　加雄 堺市西区平岡町２８２－３ 

490 川越
カワゴエ

歯科医院
シカイイン

川越 淳一郎 堺市西区上野芝町２－８－１５ 

491 クレモト歯科診療所
クレモトシカシンリョウジョ

呉本　勝基 堺市西区津久野町２－３－８ 

492 さこ歯科医院
サコシカイイン

迫    賢治 堺市西区津久野町１－８－１８ ２F

493 西本歯科医院
ニシモトシカイイン

西本　卓夫 堺市西区平岡町１８１－１０ 

494 松村歯科医院
マツムラシカイイン

松村　　勲 堺市西区津久野町１－１４－１０ 

495 三谷歯科
ミタニシカ

三谷　　徹 堺市西区上野芝町２－６－３８ 

496 山西
ヤマニシ

歯科医院
シカイイン

山西　弘之 堺市西区北条町２－２１－２８ 

497 谷田歯科医院
タニダシカイイン

出海　満男 堺市西区浜寺諏訪森町中３－２４４－１ 

498 大宮歯科医院
オオミヤシカイイン

大宮　隆志 堺市西区浜寺諏訪森町中１－１０８ 

499 白井歯科
シライシカ

白井　敏彦 堺市西区浜寺諏訪森町東２－２２１ 

500 中村歯科医院
ナカムラシカイイン

中村　正昭 堺市西区浜寺元町５－５１７ 

501 広畑歯科
ヒロハタシカ

廣畑　顕一 堺市西区浜寺石津町中３－１３－２４ 

502 深野歯科医院
フカノシカイイン

深野　英一 堺市西区浜寺諏訪森町中２－１８６－１２

503 宮本歯科医院
ミヤモトシカイイン

宮本　吉博 堺市西区浜寺船尾町東３－４６７ 

504 米澤歯科医院
ヨネザワシカイイン

米澤　清和 堺市西区浜寺石津町西３－１－１５ ｴｸｾﾙﾛﾜｲｴ１Ｆ　

505 石川歯科
イシカワシカ

石川　　毅 堺市西区鳳北町２－３７ 

506 浦田
ウラタシカイイン

歯科クリニック 浦田　政憲 堺市西区菱木２－２４２５－１ プランドール１Ｆ

507 江原歯科診療所
エハラシカシンリョウジョ

江原　　豊 堺市西区鳳東町７－７３３ おおとりｳｲﾝｸﾞｽ２Ｆ 

508 がん歯科
ガンシカ

門林　　巌 堺市西区鳳南町３－１９９－１２ ｱﾘｵ鳳　ｱﾘｵﾓｰﾙ２F

509 杉本矯正歯科医院
スギモトキョウセイシカイイン

杉本 菜穗子 堺市西区鳳中町５－１７８－３ 

510 髙田歯科医院
タカダシカイイン

髙田　秀秋 堺市西区鳳中町３－６２－２９ ｵｵﾄﾘﾂｲﾝﾋﾞﾙ２Ｆ　

511 香川
カガワカミシカイイン

上歯科医院 田邊　順一 堺市西区上５５６－３ 

512 つじお歯科医院
ツジオシカイイン

辻尾　篤俊 堺市西区鳳中町３－８９ 

513 ひろせ歯科医院
ヒロセシカイイン

廣瀬　慶一 堺市西区鳳南町３－１９９－１４ 

514 安川歯科
ヤスカワシカ

安川　寿男 堺市西区鳳東町２－１６９－４ 

515 筒井歯科医院
ツツイシカイイン

筒井　　豊 堺市南区三原台３－５－５ 

516 溝内歯科医院
ミゾウチシカイイン

溝内　正博 堺市南区茶山台３－３９－１０ 

517 森上歯科
モリガミシカ

森上　明夫 堺市南区高倉台１－６－２ 

518 和田
ワダシカイイン

歯科医院 和田　　隆 堺市南区若松台３－３４－１８ 

519 幸前歯科
コウゼンシカ

幸前　達朗 堺市南区宮山台３－１－１５ 堺宮山台ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

520 島田
シマダシカクリニック

歯科クリニック 島田　和彦 堺市南区宮山台４－１－１６ 

521 たきぐち歯科
タキグチシカ

瀧口  英彦 堺市南区新檜尾台２－１－７ ｸﾞﾚｲｽ･ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ堺光明池1Ｆ

522 にしかわ歯科
ニシカワシカ

西川　豊和 堺市南区竹城台４－１－６ 

523 西田歯科
ニシダシカ

西田　光伸 堺市南区高尾３－３２９８－１ 

524 二宮歯科クリニック
ニノミヤシカクリニック

二宮　典雄 堺市南区新檜尾台４－１５－６ 

525 渡辺歯科
ワタナベシカ

渡辺　浩一 堺市南区和田東３２４－６ 
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526 土井歯科御池台診療所
ドイシカミイケダイシンリョウジョ

土井　彰子 堺市南区御池台３－２－３ 

527 西村歯科
ニシムラシカ

西村　弘二 堺市南区庭代台１－３６－９ 

528 のはら歯科クリニック
ノハラシカクリニック

野原　昌彦 堺市南区鴨谷台２－１－７ 堺･光明池駅前ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ２F

529 星野歯科
ホシノシカ

星野　太佑 堺市南区御池台２－２－１ 

530 美馬歯科医院
ミマシカイイン

美馬　功昌 堺市南区御池台１－２－１０ 

531 山田
ヤマダシカイイン

歯科医院 山田　邦彦 堺市南区庭代台２－８－１ 

532 大曲歯科医院
オオマガリシカイイン

大曲　孝治 堺市北区蔵前町１－７－１１ 小郷ﾋﾞﾙ３Ｆ　

533 高麗歯科
コウライシカ

高麗　勝啓 堺市北区東浅香山町３－２１－３４ 

534 バンドウ歯科
バンドウシカ

坂東 祥三郎 堺市北区蔵前町１－１－３ ｸﾗﾏｴﾊｲﾂ１Ｆ　

535 水野歯科医院
ミズノシカイイン

水野　周二 堺市北区東雲東町１－４－１０ 

536 稲本歯科医院
イナモトシカイイン

稲本　恵哉 堺市北区新金岡町５－４－５９ 

537 奥田歯科医院
オクダシカイイン　

奥田　教之 堺市北区金岡町１５７３－５ 

538 香川新金岡歯科医院
カガワシンカナオカシカイイン

香川　芳江 堺市北区長曾根町７２０番１　スギ薬局新金岡店２Ｆ

539 なかもず田中歯科
ナカモズタナカシカ

田中　良祐 堺市北区長曽根町３０８４－１０ 1F

540 樋口歯科診療所
ヒグチシカシンリョウジョ

樋口　威男 堺市北区新金岡町３－４－８ 

541 新金岡歯科福田医院
シンカナオカシカフクダイイン

福田　二郎 堺市北区新金岡町５－３－２０１  

542 森歯科医院
モリシカイイン

森    純一 堺市北区金岡町７０４－２  ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ金岡１号館1

543 WAKI DENTAL CLINIC
ワキデンダルクリニック

脇    知邦 堺市北区長曽根町１２ ANGULUSビル2Ｆ

544 磯田歯科医院
イソダシカイイン

磯田 邦三郎 堺市北区百舌鳥梅北町４－２３１－６ 

545 奥田歯科医院
オクダシカイイン

奥田　謙一 堺市北区中百舌鳥町５－７２９ 

546 片之坂歯科医院
カタノサカシカイイン

片之坂 克彦 堺市北区百舌鳥西之町３－５２９ ｱｸﾃｨ中ﾓｽﾞﾋﾞﾙ２Ｆ

547 くりたに歯科
クリタニシカ

栗谷　忠彦 堺市北区百舌鳥梅北町１－６ ﾜｲｽﾞｱｰｸ三国ヶ丘１Ｆ  

548 中野歯科医院
ナカノシカイイン

中野　景司 堺市北区百舌鳥梅北町５－４２７－７ 

549 藤田
フジタシカ

歯科 藤田　日生 堺市北区百舌鳥梅町３－１－４ 第一日清ビル２Ｆ

550 松井歯科
マツイシカ

松井　徳彦 堺市北区中百舌鳥町1-26-2

551 みちうら歯科医院
ミチウラシカイイン

道浦　　亮 堺市北区百舌鳥陵南町３－３９６－１ 

552 のぐち歯科クリニック
ノグチシカクリニック

野口　忠芳 堺市西区鳳東町3-281-1

553 谷歯科医院
タニシカイイン

谷　佳憲 堺市北区奥本町1-15

554 槌屋
ツチヤシカイイン

歯科医院 槌屋　茂文 和泉市室堂町１７２３　槌屋ビル２Ｆ

555 まごころ歯科
マゴコロシカ

野津　繁生 泉大津市東助松町２－１０－８

556 朝隈
アサクマシカイイン

歯科医院 朝隈　敏行 泉大津市二田町１－１３－２　あすと松之浜２Ｆ

557 こじま歯科
コジマシカ

児嶌　理 大阪狭山市西山台６－１３－９ ガーデンハイム狭山Ａ棟２Ｆ５号

558 徳竹
トクタケシカイイン

歯科医院 德竹　宏保 大阪狭山市東池尻５－１２９８－４

559 岩月
イワツキシカイインイズミオオツシンリョウショ

歯科医院　泉大津診療所 岩月　勇一郎 泉大津市旭町７－２７

560 坂本
サカモトシカイイン

歯科医院 坂本　好司 高石市東羽衣６－１８－１６

561 渡辺
ワタナベシカイイン

歯科医院 渡辺　建二 大阪狭山市狭山２－８９８－７　サンシャイン狭山２０１

562 松本
マツモトシカイイン

歯科医院 松本　憲明 大阪狭山市西山台１－２４－１４

563 原
ハラシカイイン

歯科医院 原　正昭 和泉市伯太町１－４－３１

564 山村
ヤマムラシカイイン

歯科医院 山村　昌康 大阪狭山市半田３－１７１６－４

565 としな歯科医院
トシナシカイイン

年名　淳 泉大津市池浦町２－６－２９

566 濵田
ハマダシカイイン

歯科医院 濵田　賢司 和泉市伯太町３－１－１３

567 北
キタサカシカイイン

坂歯科医院 北坂　晶子 和泉市青葉台３－６－１０

568 なかじま歯科医院
ナカジマシカイイン

中島　康 高石市東羽衣３－１０－１

569 ごとう歯科
ゴトウシカ

後藤　太一 和泉市府中町２－３－２１
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570 林
ハヤシモトシカイイン

本歯科医院 林本　忠浩 大阪狭山市大野台２－１９－１０

571 大橋
オオハシショウニカシカイイン

小児科歯科医院 大橋　健治 高石市羽衣１－６－３１

572 千葉
チバシカイイン

歯科医院 千葉　大輔 大阪狭山市狭山１－８６４－１

573 小倉
オグラシカイイン

歯科医院 小倉　建太郎 和泉市唐国町１－１８－１　甲陽ビル２Ｆ

574 中村
ナカムラシカイイン

歯科医院 中村　米茂 泉大津市旭町２１－２７

575 下
シモイドシカイイン

井戸歯科医院 下井戸　博昭 高石市取石７－１－４７

576 タケヤマ歯科
タケヤマシカ

竹山　煥一 泉大津市旭町１６－４　ブランミュールＩＭＡＩ２Ｆ　西側

577 とどう歯科クリニック
トドウシカクリニック

戸堂　耕造 高石市羽衣５－１２－４２

578 くぼ歯科
クボシカ

久保　茂正 和泉市弥生町３－１６－４

579 ほりぐち歯科医院
ホリグチシカイイン

堀口　浩 泉大津市東助松町４－２－３３

580 のばた矯正歯科クリニック
ノバタキョウセイシカクリニック

農端　俊博 和泉市伯太町１－１３－５２

581 中川
ナカガワキョウセイシカイイン

矯正歯科医院 中川　学 大阪狭山市半田１－５９５－１０

582 小西
コニシデンタルクリニック

デンタルクリニック 小西　康三 泉大津市東豊中町１－８－７

583 ふくなが歯科クリニック
フクナガシカクリニック

福永　剛士 大阪狭山市池尻自由丘１－１１－１

584 中田
ナカタシカイイン

歯科医院 中田　正義 泉大津市曽根町３－１－７

585 有住
アリズミシカイイン

歯科医院 有住　和浩 和泉市伏屋町３－２－５３

586 仲西
ナカニシシカイイン

歯科医院 仲西　健樹 高石市東羽衣３－２－２０

587 辻中
ツジナカシカイイン

歯科医院 辻中　祥晃 和泉市鶴山台１－３－２２

588 みやざき歯科診療所
ミヤザキシカシンリョウジョ

宮崎　邦彦 泉大津市豊中町１－４－７

589 上嶋
ウエシマシカイイン

歯科医院 上嶋　一之 和泉市府中町８－４－２２

590 奥
オクシカクリニック

歯科クリニック 奥　昴 大阪狭山市大野台２－１３－１０

591 奥
オクシカクリニック

歯科クリニック 奥　俊彦 大阪狭山市大野台２－１３－１０

592 花野
ハナノシカ

歯科 花野　茂良 和泉市和田町２３０－１

593 いさか歯科
イサカシカ

井阪　康裕 和泉市上町８２６－１

594 大野
オオノシカイイン

歯科医院 大野　高義 高石市綾園１－１０－１

595 大野歯科医院 大野　真嗣 高石市綾園１－１０－１

596 井上
イノウエシカイイン

歯科医院 井上　烈 和泉市池上町１－７－２０

597 兵頭
ヒョウドウシカイイン

歯科医院 兵頭　正道 高石市高師浜３－２１－３

598 辻野
ツジノシカイイン

歯科医院 辻野　元博 高石市東羽衣５－１４－１６

599 石田
イシダシカイイン

歯科医院 石田　直人 和泉市光明台３－５－７

600 三木
ミキシカ

歯科 三木　尚 和泉市のぞみ野１－１－３

601 やまもと歯科
ヤマモトシカ

山本　英輝 大阪狭山市大野台３－３－２４

602 奥田
オクダシカイイン

歯科医院 奥田　栄治 和泉市緑ヶ丘１－５－１９

603 宮川
ミヤガワシカイイン

歯科医院 宮川　佳二 高石市取石６－１３－２２

604 中
ナカミナミシカイイン

南歯科医院 中南　匡史 泉大津市旭町２３－４４

605 センヤ歯科医院
センヤシカイイン

泉谷　欣也 大阪狭山市西山台２－１３－１４

606 いのうえ歯科医院
イノウエシカイイン

井上　貴弘 和泉市青葉台２－２－１３

607 杉岡
スギオカシカイイン

歯科医院 杉岡　憲次 泉大津市条南町９－２１

608 むねお歯科
ムネオシカ

稲村　宗男 高石市綾園１－４－８

609 中尾
ナカオシカイイン

歯科医院 中尾　正比古 和泉市春木町８６４－３

610 木下
キノシタシカイイン

歯科医院 木下　尚樹 泉大津市本町１－６

611 土井
ドイシカイイン

歯科医院 土井　厚子 和泉市唐国町３－１１－３

612 あけど小児科
アケドショウニカ

明渡　晶子 堺市北区金岡町3025番地12

613 出雲
イズモシカイイン

歯科医院 出雲　睦 堺市北区中百舌鳥町３－３７５－７



NO 医療機関名 開設者名 住　　　　　　所

614 谷﨑
タニザキシカイイン

歯科医院 谷﨑　幸司 堺市西区浜寺船尾町西３－６０

615 髙田
タカダシカクリニック

歯科クリニック 髙田　雅秋 堺市西区浜寺諏訪森町東２－１１２－２４

616 むらかみ歯科
ムラカミシカ

村上　雅英 泉大津市松之浜町１－１－１５－１

617 かじ歯科医院
カジシカイイン

梶　広行 泉大津市助松町１－１－２３　清音ビル２Ｆ

618 耳鼻
モンジュクリニック

咽喉科文珠クリニック 文珠　正大 堺市東区日置荘西町１－２３－３７　ＴＯＨＯビルＢ棟１Ｆ

619 矢木
ヤギクリニック

クリニック 中田　英伸 大阪市住之江区安立１－４ー３

620 矢木
ヤギクリニック

クリニック 矢木　崇善 大阪市住之江区安立１－４ー３

621 土井
ドイシカ

歯科 土井　　崇 堺市西区菱木１－２４４６－１

622 松尾
マツオシカイイン

歯科医院 松尾　孝人 和泉市府中町２－１－７

623 小林
コバヤシシカイイン

歯科医院 柘植　一刀 堺市西区神野町２－１５－２８

624 中内
ナカウチコドモクリニック

こどもクリニック 中内　昭平 堺市北区百舌鳥西之町２－５３３－１

625 湯川
ユカワシカイイン

歯科医院 湯川　正賴 堺市西区津久野町１－４－７

626 吉村
ヨシムラシカイイン

歯科医院 吉村　良一 堺市南区赤坂台３－１０－１

627 堺市
サカイシジュウドショウガイシャシカシンリョウショ

重度障害者歯科診療所 廣瀬　陽介 堺市堺区大仙中町１８－３

628 福島
フクシマショウニカ

小児科 福島　久雄 堺市堺区中安井町１－３－１８

629 みかデンタルクリニック
ミカデンタルクリニック

山本　美加 堺市西区上野芝町３－４－２０　ＴＫビル２０２

630 塩田
シオタキョウセイシカ

矯正歯科 塩田　敦子 堺市堺区田出井町１－１－３００　ベルマージュ堺３階

631 片山
カタヤマシカイイン

歯科医院 片山　昌保 泉大津市森町１－１３－１３

632 河
コウモイイン

面医院 河面　孝子 堺市西区浜寺諏訪森町東３－３６９－２

633 くげクリニック
クゲクリニック

久家　宣也 堺市西区浜寺石津町中３－１４－１２

634 くげクリニック
クゲクリニック

久家　美希 堺市西区浜寺石津町中３－１４－１２

635 倉橋
クラハシシカイイン

歯科医院 倉橋　功 堺市北区長曾根町３０６９－５　中嶋ビル３階

636 あわた歯科クリニック
アワタシカクリニック

 粟田　智 堺市北区東浅香山町１－１４５

637 さい小児科
サイショウニカ

崔　信明 堺市堺区戎島町２丁ー７０－１　Ｍ・Ｙ２堺駅前ビル２階

638 医
イジュンカイナイシキョウクリニック

潤会　内視鏡クリニック 山本　守敏 堺市堺区熊野町東４－４－１９　平成ビル４階

639 榎本
エノモトシカイイン

歯科医院 榎本　初美 高石市西取石１－１７－１０

640 いのうえクリニック
イノウエクリニック

井上　剛 堺市堺区楠町１－１－２４

641 おおた歯科口腔外科クリニック
オオタシカコウクウゲカクリニック

太田　之博 堺市北区百舌鳥赤畑町１丁１

642 市橋
イチハシナイカ

内科 市橋　秀夫 堺市西区浜寺昭和町４丁４４９

643 竹中
タケナカイイン

医院 竹中　俊彦 堺市北区東浅香山町１－５１－５

644 さご歯科医院
サゴシカイイン

佐護　真博 堺市中区深井清水町１４５９－３

645 木下耳鼻咽喉科
キノシタジビインコウカ

木下　卓也 高石市加茂１－１９－２５

646 小出
コイデナイカシンケイカ

内科神経科 小出　泰道 大阪市天王寺区生玉寺町３－５

647 ますだ歯科
マスダシカ

桝田　まさ美 堺市北区中百舌鳥町２－５６

648 医)桜道会 宮川桜道歯科医院
ミヤガワザクラミチシカイイン

宮川　和也 堺市西区浜寺元町1-4

649 やまがた呼吸器内科クリニック
ヤマガタコキュウキナイカクリニック

山縣　優子 堺市北区中百舌鳥町２－７２ リズィエール２Ｆ

650 かねの小児科医院
カネノショウニカイイン

金野　　浩 堺市堺区材木町東１－２－１３

651 ひとしクリニック
ヒトシクリニック

陣内　均 堺市西区鳳東町１－７０－１ ＷＩＳＴＥＲＩＡ　ＢＬＤＧ　２Ｆ

652 川﨑
カワサキシカ

歯科 川﨑　博 堺市北区北長尾町１－６－１７

653 おおかわ眼科
オオカワガンカ

大川　記羊美 堺市堺区向陵西町４－１１－１５　三国ヶ丘駅前ビル２階

654 さだ眼科
サダガンカ

佐田　和也 堺市西区菱木１－２２２９－２　1F

655 きららファミリークリニック
キララファミリークリニック

吉良　俊彦 堺市西区上４６７

656 まつうら歯科医院
マツウラシカイイン

松浦　愛 大阪狭山市西山台３－１７－１２

657 石田医院
イシダイイン

石田　雄三 高石市羽衣１－１０－１１
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658 うえにし乳腺消化器クリニック
ウエニシニュウセンショウカキクリニック

上西　幹洋 泉大津市二田町１－１３－１３あすと松ノ浜２Ｆ

659 南谷
ミナミタニクリニック

クリニック 南谷　伸 堺市堺区向陵西町４－１１－５　三国ヶ丘駅前ビル２Ｆ

660 くまの歯科医院
クマノシカイイン

熊野　和博 堺市中区深井清水町３３９０

661 たかぎ歯科・矯正歯科
タカギシカ・キョウセイシカ

髙木　秀人 堺市堺区車之町東１－２－２８

662 やまさき歯科
ヤマサキシカ

西村　有祐 堺市堺区山本町１－１８－６　グランディール山本１Ａ

663 さくら歯科おおとり院
サクラシカオオトリイン

岡本　文夫 堺市西区草部１５０２－１

664 はつしば山本クリニック
ハツシバヤマモトクリニック

山本　雄豊 堺市東区日置荘西町２丁４番２８号

665 ファミリエ歯科クリニック
ファミリエシカクリニック

白神　紘太郎 堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町１Ｆ

666 三橋
ミハシイイン

医院 三橋　浩 大阪市住吉区苅田８－６－２７

667 久我
クガイチョウカナイカ

胃腸科内科 久我　武広 和泉市府中町７－５－３

668 かじもと内科糖尿病・内分泌内科
カジモトナイカトウニョウビョウ・ナイブンピツナイカ

梶本　忠史 堺市北区中百舌鳥町２－４８－１０１

669 いけだ歯科
イケダシカ

池田　剛久 大阪狭山市今熊１丁目５８－３タカンドビル１階

670 池上耳鼻咽喉科
イケガミジビインコウカ

池上　彰博 高石市羽衣１丁目１０番１８号

671 水田内科クリニック
スイデンナイカクリニック

水田　雅敏 和泉市池上町１丁目４－１５

672 筒井歯科
ツツイシカ

筒井　邦子 堺市南区高倉台３－８－８

673 あさだこどもクリニック
アサダコドモクリニック

浅田　稔 堺市中区福田１１００－６７

674 （医）能田胃腸科外科
ノウダイチョウカゲカ

能田　貞二 堺市南区高倉台２－３１－４

675 なかやまメンタルクリニック
ナカヤマメンタルクリニック

仲山　彰俊 堺市西区津久野町１丁２０－１ 津久野メディカビル３Ｆ

676 こにし小児科・アレルギー科
コニシショウニカ・アレルギーカ

小西　芳樹 堺市西区津久野町１丁２０－１ 津久野メディカビル２Ｆ

677 松永医院
マツナガイイン

松永　宏 堺市北区東雲東町１－１０－１２

678 津久野藤井クリニック
ツクノフジイクリニック

杉山　高秀 堺市西区神野町３－２－２８

679 津久野藤井クリニック
ツクノフジイクリニック

久嵜　掬子 堺市西区神野町３－２－２８

680 ふくだメンタルクリニック
フクダメンタルクリニック

福田　真也 堺市中区深井清水町３９８５番地　ＨＳ深井ビル６F

681 髙橋
タカハシカズユキクリニック

計行クリニック 髙橋　計行 堺市南区大庭寺７７８－９

682 髙橋
タカハシカズユキクリニック

計行クリニック 大野　卓志 堺市南区大庭寺７７８－９

683 とどう整形外科クリニック
トドウセイケイゲカクリニック

戸堂　慎一 高石市羽衣５－１２－４３

684 西村歯科　金剛駅前診療所
ニシムラシカ　コンゴウエキマエシンリョウショ

西村　真 大阪狭山市金剛１－３－１

685 小林小児科医院
コバヤシショウニカイイン

小林　久和 堺市北区中百舌鳥町６丁８６１

686 坂田歯科医院
サカタシカイイン

坂田　岳一 堺市堺区西湊町４－３－２ 

687 飯田
イイダクリニック

クリニック 飯田　泰久 堺市南区桃山台４－２－３

688 ＫＡＷＡレディースクリニック
カワレディースクリニック

河　元洋 堺市南区若松台３－２－３

689 いずみ皮膚・形成外科クリニック
イズミヒフ・ケイセイゲカクリニック

泉　憲 堺市北区北花田町３－４５－４０　北花田メディカルシティ　５Ｆ

690 山田
ヤマダシカ

歯科 山田　一夫 堺市南区原山台２－２－１－１－８（トナリエ栂１Ｆ）

691 なぎさ歯科
ナギサシカ

山田　一夫 泉大津市なぎさ町２－５－２

692 なぎさ歯科
ナギサシカ

加藤　申子 泉大津市なぎさ町２－５－２

693 三重野医院
ミエノイイン

三重野　正之 堺市堺区浅香山町２－３－１７

694 谷和医院
タニワイイン

谷和　孝昭 堺市堺区三国ヶ丘御幸通２－１　

695 松本内科クリニック
マツモトナイカクリニック　

松本　大輔 堺市東区高松１２２－１５

696 大川
オオカワショウカキナイカ

消化器内科 大川　雅照 堺市西区上野芝向ヶ丘町１－２－２５

697 平尾荘診療所
ヒラオソウシンリョウジョ

廣瀬　卓治 堺市美原区平尾１９３８－１

698 いわもと在宅クリニック
イワモトザイタククリニック

岩本　元臣 堺市美原区北余部４５－２３

699 坂下眼科
サカシタガンカ

坂下　健一 堺市西区津久野町１－４－３

700 たなかこどもクリニック 田中　千鶴 富田林市藤沢台６－２６－５

701 なかい心のクリニック
ナカイココロノクリニック

中井　啓輔 堺市西区鳳東町2-183-5
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702 赤星
アカホシシンケイナイカクリニック

神経内科クリニック 赤星　真琴 堺市北区百舌鳥綾南町３－１６３　北野コンパクトオフィスＥ号

703 しんかわ歯科クリニック
シンカワシカクリニック

新川　重彦 堺市北区百舌鳥梅町３－５７－１

704 たにわレディースクリニック
タニワレディースクリニック

谷和　光 堺市堺区三国ヶ丘御幸通２－１　谷和ビル５Ｆ

705 おおにし歯科
オオニシシカ

大西　崇 南河内郡河南町神山６４５－２

706 みはらだい歯科クリニック
ミハラダイシカクリニック

清水　雅裕 堺市南区三原台１－２－３　ルルポ泉ヶ丘１Ｆ

707 梶本クリニック新金岡分院
カジモトクリニックシンカナオカブンイン

梅原　秀人 堺市北区長曽根町１４６７－１　メディカルエイトワンビル２階

708 なかもずこころのクリニック
ナカモズココロノクリニック

吉藤　諭 堺市北区中百舌鳥町２－２３　ポルト中百舌鳥ビル２Ｆ

709 ジョイパーク泉ヶ丘
イズミガオカ

　かただ歯科
カタダシカ

片田　真俊 堺市南区三原台１－１－３　ＪＯＹＰＡＲＫ２Ｆ

710 和泉市立和泉診療所
イズミシリツイズミシンリョウジョ

栁　志郎 大阪府和泉市幸２－６－３７

711 高田クリニック
タカタクリニック

高田　晃宏 堺市西区浜寺船尾町西４－４９６

712 どて内科医院
ドテナイカイイン

土手　健作 堺市北区金岡町１１８２－４５

713 はぜ眼科
ハゼガンカ

土師　正也 堺市西区津久野町１－２０－７

714 ホームケアクリニック堺
ホームケアクリニックサカイ

阿部　浩文 堺市中区深井沢町３２８８　メナード堺南ビル４Ｆ

715 中井医院
ナカイイイン

中井　紀博 堺市中区深阪５－２－５０

716 ぐんぐんキッズクリニック分院
グングンキッズクリニックブンイン

舟木　克枝 堺市南区高倉台４－２１－１

717 みやわきクリニック
ミヤワキクリニック

宮脇　晴彦 堺市南区鴨谷台２－１－５サンピア２番館２Ｆ

718 あかざわ小児科
アカザワショウニカ　

赤澤　英樹 堺市南区御池台３丁２－４

719 水野医院
ミズノイイン

水野　新一 堺市南区鴨谷台１－４６－２

720 さいかクリニック
サイカクリニック

雑賀　豊彦 堺市南区原山台４－１６－３

721 柿原クリニック
カキハラクリニック

柿原　昌弘 堺市西区浜寺公園町１－１２－１０

722 柿原クリニック
カキハラクリニック

大谷　純子 堺市西区浜寺公園町１－１２－１０

723 つぼみ診療所
ツボミシンリョウジョ

梶川　邦子 堺市南区城山台５－１－４

724 瀬野
セノクリニック

クリニック 瀬野　敏孝 堺市西区上７１４－１　朝日医療ビル鳳南３階

725 だんホームクリニック
ダンホームクリニック

段　俊行 堺市北区長曽根町1207-7

726 齊藤耳鼻咽喉科アレルギー科
サイトウジビインコウカアレルギーカ

齊藤　行彦 高石市高師浜１丁目２－１１

727 堺市こども急病診療センター
サカイシコドモキュウビョウシンリョウセンター

橋爪　孝雄 堺市西区家原寺町１－１－２

728 しんとうクリニック
シントウクリニック

神藤　理 堺市堺区三宝町2丁目131-5　シャーメゾン ルアナ 1F

729 くさか内科医院
クサカナイカイイン

日下　茂 堺市北区南長尾町２－１－２１

730 ふじわらしんいち総合クリニック
フジワラシンイチソウゴウクリニック

藤原　進一 堺市中区八田北町532-1

731 青山クリニック
アオヤマクリニック

青山　泰孝 和泉市桑原町279－2第一泉洋ビル202

732 松本
マツモトシカイイン

歯科医院 松本　航 堺市西区鳳東町1-7-30　平兵衛ビル１Ｆ

733 もりぐち内科・糖尿病クリニック
モリグチナイカ・トウニョウビョウクリニック

守口　将典 堺市堺区竜神橋町1丁4-4　シティコート堺駅前ロータリー２階

734 泉南新家クリニック
センナンシンケクリニック

吉野谷　定美 泉南市新家１８０１

735 いわもと歯科
イワモトシカ

岩本　孝弘 大阪狭山市大野台２－１３－１

736 おがた歯科医院
オガタシカイイン

緒方　博達 和泉市上町436-5

737 はら腎・泌尿器科クリニック
ハラジン・ヒニョウキカクリニック

原　　　靖 堺市堺区浅香山町３－４－２８

738 増田整形外科クリニック
マスダセイケイゲカクリニック

増田　達之 松原市上田４丁４－５

739 池田歯科医院
イケダシカイイン

池田　圭 堺市堺区香ヶ丘１－３－５

740 きしもと整形外科リハビリテーションクリニック
キシモトセイケイゲカリハビリテーションクリニック

岸本　英樹 堺市東区高松４２１－１

741 わだ歯科
ワダシカ

和田　保浩 大阪狭山市くみの木６－８０７－１

742 もり歯科医院
モリシカイイン

森　健太 堺市北区北長尾町６－４－１ 

743 浜崎
ハマサキイイン

医院 濵﨑　憲夫 大阪市住之江区北島３－６－２７

744 堀内
ホリウチシカイイン

歯科医院 堀内　賢蔵 堺市西区鳳西町１丁７５－２

745 三谷
ミタニファミリークリニック

ファミリークリニック 米本　千春 堺市西区鳳東町4丁354-1　Ｐｒｉｍｏおおとり１Ｆ
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746 内田
ウチダシカイイン

歯科医院 内田　卓弥 堺市西区上野芝町2-3-18　上野芝クリニックモール１階

747 みさきファミリークリニック
ミサキファミリークリニック

御前　秀和 堺市中区深井畑山町254-5

748 ましも内科・眼科クリニック
マシモナイカ・ガンカクリニック

真下　勝行 堺市中区八田西町２－６－４６

749 まつだ消化器糖尿病クリニック
マツダショウカキトウニョウビョウクリニック

松田　史博 堺市北区宮本町2番地　村上ビル１Ｆ

750 まつだ消化器糖尿病クリニック
マツダショウカキトウニョウビョウクリニック

松田　優樹 堺市北区宮本町2番地　村上ビル１Ｆ

751 高安歯科医院
タカヤスシカイイン

髙安　智史 大阪府大阪狭山市池尻中2-10-13

752 中村歯科医院
ナカムラシカイイン

中村　安隆 大阪府大阪狭山市池尻中1-28-11

753 植木歯科医院
ウエキシカイイン

植木  俊雄 大阪府堺市美原区小寺427-1

754 とみやま耳鼻咽喉科
トミヤマジビインコウカ

富山　要一郎 堺市西区浜寺諏訪森町中１－１１２－３

755 美原
ミハラタナシカ

田中歯科 田中　章平 堺市美原区阿弥１９－１０

756 堺なかもず歯科
サカイナカモズシカ

廣瀬　幹隆 堺市北区長曽根町３０２９－９ 

757 中村クリニック
ナカムラクリニック

中村　俊文 堺市堺区北半町西１－１６

758 ひらいクリニック
ヒライクリニック

平井　昭彦 堺市南区鴨谷台２－１－３　アクトビル１階

759 のりおか皮膚科クリニック
ノリオカヒフカクリニック

則岡　有佳 八尾市跡部北の町３－１－２６ 久宝寺クリニックビル５階

760 あゆみ歯科ゆうこ堺診療所
アユミシカユウコサカイシンリョウショ

嶋澤 優子 堺市堺区大浜北町１－２－１

761 ゆうき歯科クリニック
ユウキシカクリニック

田中　悠己 堺市堺区向陵西町1-4-3

762 長尾クリニック
ナガオクリニック

長尾　典尚 大阪狭山市西山台３－５－２０

763 いむた内科
イムタナイカ

藺牟田　直彦 堺市中区深井中町７５９－１

764 小野クリニック
オノクリニック

小野　貴由 堺市東区日置荘西町１－１２－３

765 レディースクリニックやぎ
レディースクリニックヤギ

八木　潤子 堺市北区中百舌鳥町２丁３９番地　クリスタルなかもず４Ｆ

766  ＩＧＴクリニック
 ＩＧＴクリニック

堀　信一 泉佐野市りんくう往来南３番４１  メディカルりんくうポート

767 松山
マツヤマ

クリニック 松山　大樹 高石市取石１－１２－７

768 たにしまクリニック
タニシマクリニック

谷島　裕之 大阪狭山市大野台１－３－１４

769 多田消化器内視鏡クリニック
タダショウカキナイシキョウクリニック

多田　和弘 堺市南区原山台２－２－１

770 天王寺記念クリニック
テンノウジキネンクリニック

北口　宏樹 大阪市天王寺区北河堀町７－２１

771 ひらた耳鼻咽喉科
ヒラタジビインコウカ

平田　行宏 堺市堺区北三国ヶ丘町８－８－１５　Ｄｉｅ　Ｋａｂｉｎｅ　２Ｆ

772 いのうえクリニック
イノウエクリニック

井上　潔彦 和泉市尾井町２丁目８－６

773 山口
ヤマグチイイン

医院 山口　英之 岸和田市内畑町９３３－１

774 宮﨑医院
ミヤザキイイン

宮﨑　裕美 堺市東区野尻町２９３－５

775 奥田皮膚科医院
オクダヒフカイイン

奥田　英右 堺市北区中百舌鳥町５－７２９－２

776 竹山レディースクリニック
タケヤマレディースクリニック

竹山　　淳 堺市南区晴美台３－１－４

777 中川歯科医院
ナカガワシカイイン

 中川　宏 堺市東区日置荘西町２－３－１８

778 山口クリニック
ヤマグチクリニック

山口　大輔 堺市南区高倉台２－８－５

779 ふたぎ歯科医院
フタギシカイイン

二木　正晴 堺市堺区向陵中町４－７－２６　アウル三国ヶ丘２階

780 島田整形外科
シマダセイケイゲカ

島田　比呂志 堺市南区深阪南１１５

781 山本整形外科
ヤマモトセイケイゲカ　

松田　剛典 堺市中区大野芝町23番地1　クリニックモール堺大野芝

782 さかい社の杜クリニック
サカイヤシロノモリクリニック

坂口　雄沢 堺市堺区南田出井町４丁１－３６

783 小林
コバヤシナイカイイン

内科医院 小林　寿治 堺市北区中百舌鳥町６－８６７

784 森山耳鼻咽喉科
モリヤマジビインコウカ

森山　　篤 堺市中区堀上町１５２－９

785 梶本クリニック新金岡分院
カジモトクリニックシンカナオカブンイン

杉村　武嗣 堺市北区長曽根町１４６７－１　メディカルエイトワンビル２階

786 大阪なんばクリニック
オオサカナンバクリニック　

中川原　譲二 大阪市中央区難波５－１－６０　なんばスカイオ９Ｆ

787 堺たかむら眼科
サカイタカムラガンカ

筧　隆雄 堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町１Ｆ

788 三木眼科クリニック
ミキガンカクリニック

三木　紀人 堺市堺区三国ヶ丘御幸通２－１

789 ヤマグチ堺東クリニック
ヤマグチサカイヒガシクリニック

尾崎　孝次 堺市堺区中瓦町１丁３－９
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790 村本歯科医院
ムラモトシカイイン

 村本　定雄 富田林市本町１６－１５　アーデントハウス２Ｆ

791 大坪
オオツボイイン

医院 大坪　正敏 堺市中区深井中町５２９－２－８

792 藤井
フジイシカイイン

歯科医院 藤井　諭 堺市西区上野芝町１－２４－２８

793 けい眼科クリニック
ケイガンカクリニック

松原　敬忠 堺市西区鳳東町１丁７－１０

794 いしかわ内科・内視鏡クリニック
イシカワナイカ・ナイシキョウクリニック

石川　昌利 堺市西区鳳東町１－７－３０　２階

795 梅山医院
ウメヤマイイン

梅山　恵司 堺市東区日置荘西町１－４７－２３

796 咲山眼科
サキヤマガンカ

咲山　仁美 堺市東区白鷺１－２－１１

797 ふみのレディースクリニック
フミノレディースクリニック

文野　多江子 和泉市いぶき野５丁目１－２　Ｐｉｖｏ和泉中央２Ｆ

798 よしかわ健やかクリニック
ヨシカワスコヤカクリニック

吉川　信彦 堺市西区浜寺元町１－１２０－１

799 田中内科クリニック
タナカナイカクリニック

田中　一雄 泉大津市松ノ浜町２丁目７－２８

800 でぐち腎泌尿器クリニック
デグチジンヒニョウキクリニック

出口　隆司 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９　南海堺東ビル８階

801 しょうのクリニック
ショウノクリニック

庄野　嘉治 堺市北区長曾根町3082-1　クリニックステーションなかもず2階

802 森本
モリモトイイン

医院 森本　純也 堺市東区西野461-6　松井ビル１Ｆ１０１

803 かわた内科クリニック
カワタナイカクリニック

川田　修平 堺市東区日置荘西町１－４８－１５

804 片山土師診療所
カタヤマハゼシンリョウジョ

墳本　茜 堺市中区土師町３－２６－２６

805 長山整形・内科
ナガヤマセイケイ・ナイカ

長山　郁恵 堺市堺区戎島町３－４

806 ベルライフケアクリニック
ベルライフケアクリニック

畠中　章五 堺市中区東山５８０－１

807 えんどうこころのクリニック
エンドウココロノクリニック

遠藤　晃治 堺市堺区向陵中町４－７－３０　ＮＤビル２階

808 はしもとクリニック
ハシモトクリニック

橋本　洋之 堺市西区上野芝向ケ丘町５－６－２６

809 なかいホームケアクリニック
ナカイホームケアクリニック

中井　昭宏 堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁1-34　パルファン上野芝1階

810 なかむら内科・糖尿病クリニック
ナカムラナイカ・トウニョウビョウクリニック

中村　秀俊 堺市西区鳳東町７－７３３ おおとりｳｲﾝｸﾞｽ２Ｆ 

811 まんだい歯科
マンダイシカ

萬代　理恵 高石市羽衣１－８－３４

812 整形外科かまのにこにこクリニック
カマノニコニコクリニック

釜野　雅行 堺市西区津久野町１－２０－７　津久野モンテーノビル３Ｆ

813 やよいクリニック
ヤヨイクリニック

周藤　弥生 和泉市のぞみ野３－１２－４１

814 辛川
カラカワ

医院
イイン

辛川　武久 大阪狭山市金剛２－１３－１８

815 松永
マツナガ

歯科医院
シカイイン

松永　泰明 堺市北区蔵前町２－１－６　金岡パークヴィラ１階

816 みやびクリニック
ミヤビクリニック

中村　雅憲 堺市堺区西湊６－５－１８　スタイル店街西湊

817 くろやま内科・在宅クリニック
クロヤマナイカ・ザイタククリニック

玄山　宗到 大阪市住吉区苅田３－１３－２　サンシティマンション１Ｆ

818 すぎもと内科クリニック
スギモトナイカクリニック

杉本　親寿 堺市中区大野芝町２３－１

819 井上
イノウエイイン

医院 井上　肇一 堺市中区毛穴町２７９－３

820 りんかい志倉歯科
リンカイシクラシカ

志倉　興紀 堺市西区浜寺石津町西３ー７－３－３

821 フラワーベルクリニック
フラワーベルクリニック

柴田　和男 堺市東区西野４６１－１

822 きのうち腎泌尿器科クリニック
キノウチジンヒニョウキカクリニック

木内　利郎 堺市西区鳳南町３－２１８－１－１０１

823 うえむら耳鼻
ジビ

咽喉
インコウ

科
カ

植村　剛 堺市西区鳳東町２－１６２－４　エスタ鳳１階

824 たかたクリニック 高田　勝史 堺市中区八田南之町３５７－４

825 ひらつか整形外科医院 平塚　雅之 堺市南区原山台２－２－１ トナリエ栂・美木多１階

826 小嶋整形外科クリニック 小嶋　盱 高石市取石２丁目３６番４０号

827 えじま整形外科クリニック 惠島　之彦 高石市綾園７丁目５－６９　アール・ユービル１Ｆ

828 松山
マツヤマ

医院
イイン

松山　文夫 堺市北区金岡町1591-5

829 まつかわ整形外科
セイケイゲカ

クリニック 松川　将隆 堺市西区鳳南町3丁199-116

830 やまもと消化器内視鏡
ショウカキナイシキョウ

・外科
ゲカ

クリニック 山本　篤 堺市北区中百舌鳥町2-2

831 八木
ヤギ

外科
ゲカ

八木　宏之 堺市北区東雲東町1-5-25

832 永山リウマチ整形外科 永山　芳大 堺市東区日置荘西町４－３－２５

833 松本クリニック 松本　裕一 堺市中区深阪６－２１－２７
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834 たかはたクリニック 高畑　哲也 堺市中区福田５４９－７

835 田村医院 田村　陽史 堺市南区原山台４－５－１

836 すぎもと脳神経外科クリニック 杉本　圭司 堺市南区原山台２－１－１トナリエ栂・美木多１－１５

837 なごみ歯科・矯正歯科 東和田　慶直 大阪市東住吉区東田辺１丁目１４－１

838 タナカクリニック 田中　好男 大阪市住吉区苅田３－９－５

839 タナカクリニック 田中　美和 大阪市住吉区苅田３－９－５

840 はたなかクリニック 畑中　雅喜 堺市西区草部１４８８番１

841 亀井歯科医院 亀井　良徳 堺市堺区旭ヶ丘南町２－２－１３

842 なかむら歯科医院 中村　好孝 堺市中区深井中町１９７５－４－２

843 家原寺
エバラジ

いけだクリニック 池田　智之 堺市西区家原寺町1-13-11

844 近森クリニック 万代　尚史 堺市西区津久野町１－２０－３－２

845 ＤＯＮデンタルクリニック 韓　東勲 堺市南区御池台２丁１１－１７

846 いのうえ在宅診療所 井上　稔也 堺市西区上野芝町２－３－１８　上野芝クリニックモール４Ｆ

847 いそだリウマチ・糖尿病内科 礒田　健太郎 堺市東区大美野３２－３

848 いそだリウマチ・糖尿病内科 礒田　舞 堺市東区大美野３２－３


