
　京都市立病院登録医一覧 敬称略

医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

青木クリニック 青木美博 内科・消化器科 075-257-4711 中京区六角通東洞院東入ル ロイヤルプラザビル1F

あきデンタルクリニック 尾﨑明子 歯科・小児歯科 075-841-8188 中京区西ノ京小倉町138 シャルール・デュ・ボワ二条1F

在宅療養支援病院　足立病院 西川治央 在宅医療部 075‐213-6760 中京区間之町通押小路上る鍵屋町481

いちおか泌尿器科クリニック 市岡健太郎 泌尿器科 075-231-7227 中京区東洞院通二条下る　シンフォニア御池1F

いとう女性クリニック 伊藤將史 産婦人科 075-212-5662 中京区三条通高倉東入桝屋町53-1 Duce mizﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 3F

岩崎歯科医院 岩崎万喜子 歯科・矯正歯科・小児歯科 075-841-0201 中京区三条大宮町247

内科・消化器内科　岩野医院 岩野正宏 内科・消化器内科 075-254-3775 中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町652 烏丸ハイメディックコート3F

上田クリニック 上田朋宏 泌尿器科 075-257-8124 中京区烏丸通姉小路下ル場之町599  CUBE OＩＫE6F

うえむら歯科医院 上村　学 歯科 075-212-0846 中京区麩屋町通夷川上ル笹屋町467

医療法人知音会 御池クリニック 戸田　均 放射線科，内科 075-823-3000 中京区西ノ京下合町11

おおうち歯科クリニック 大内健二郎 歯科・小児歯科・口腔外科 075-252-2860 中京区東堀川通竹屋町上ル七町目13番地

太田歯科・矯正歯科医院 太田義之 歯科・矯正歯科 075-222-0418 中京区押小路通烏丸東入ル西押小路町107

おかやま在宅クリニック 岡山容子 内科 075-744-0669 中京区西方寺町160-2　船越メディカルビル2F

医療法人温心会　おがわ内科呼吸器内科医院 小川栄治 内科・呼吸器内科 075-432-8448 中京区西ノ京銅駝町75-1

尾崎医院 尾崎信之 内科・循環器科・小児科 075-463-5061 中京区西ノ京中保町69

梶田泌尿器科クリニック 梶田洋一郎 泌尿器科 075-241-1409 中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町652烏丸ハイメディックコート5F

かおり歯科医院 山田　香 歯科 075-822-5171 中京区西ノ京南上合町28　ヴェルデ春日１F

加藤乳腺クリニック堀川御池 佐久山陽 乳腺外科・外科・形成外科 075-254-7878 中京区堀川御池上ル押堀町38

かないつか医院 金井塚敏弘 内科・小児科 075-463-8888 中京区西ノ京中保町18

かながわ矯正歯科 金川武市 矯正歯科 075-822-2345 中京区西ノ京東栂尾町1-1

かねみつクリニック 金光政右 内科・循環器科 075-821-2177 中京区西ノ京東栂尾町3

加納デンタルクリニック 加納琢也 歯科 075-222－1207 中京区御池通間之町東入高宮町206　御池ビル７階

烏丸御池中井クリニック 中井義勝 心療内科・内科・神経内科・精神科 075-241-4602 中京区烏丸御池上ル二条殿町546都ビル502

烏丸姉小路クリニック 林　寛子 形成外科・美容外科 075-229-6388 中京区烏丸通姉小路下ル場之町599  CUBE OIKE3F

川口医院 川口　毅 内科・精神科 075-841-2051 中京区壬生相合町１

京極クリニック 金内日出男
皮膚科・内科・アレルギー科・漢方内科・美容
皮膚科

075-221-6500 中京区新京極通三条下る桜之町414

公益財団法人　京都健康管理研究会 中央診療所 長井苑子
内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内
科・アレルギー科・神経内科・放射線科・リウ
マチ科

075-211-4502 中京区三条通高倉東入桝屋町58・56

北尾クリニック 北尾善孝 内科・アレルギー科・形成外科 075-256-8663 中京区油小路通丸太町東入横鍛治町115 ヴェルメゾン御所西1階

木戸医院 木戸　敬 婦人科・内科 075-841-2487 中京区壬生高樋町10

木村歯科医院 木村恒雄 歯科 075-841-9525 中京区聚楽廻西町119

木村耳鼻咽喉科医院 木村隆保 耳鼻咽喉科 075-231-7262 中京区御池通室町西入西横町16-7-1 WiLL21烏丸御池2階西

清子クリニック 小石清子 産婦人科・内科・心療内科 075-231-8816 中京区柳馬場二条上ル六丁目268

小石元紹

小石まゆみ

御所南　はなこクリック 山内華子
皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科・
美容皮膚科

075-231-8875 中京区間之町竹屋町上る大津町645

こもり歯科医院 小森由子 歯科・小児歯科 075-744-6933 中京区烏丸通三条上ル場之町592 メディナ烏丸御池2F

斉藤歯科医院 斉藤至紀 歯科 075-811-5770 中京区壬生賀陽御所町3-1　京都幸ビル3階

坂部医院 坂部一夫 内科・ペインクリニック科 075-231-1624 中京区御幸町通二条下る山本町435

ささき小児科 佐々木博 小児科 075-803-1221 中京区西ノ京職司町2-3

柴垣外科医院 柴垣一夫 外科 075-841-2616 中京区西ノ京職司町67-3

島津医院 島津恒敏 小児科・内科・呼吸器科・アレルギー科 075-311-1902 中京区壬生東高田町31

しまもと眼科 嶋元孝純 眼科 075-803-1515 中京区西ノ京職司町72番地　ウエストフィールド103

医療法人清仁会　シミズ四条大宮クリニック 笠松美宏
内科・外科・脳神経外科・整形外科・神経内
科・リハビリテーション科

075-813-1300 中京区壬生賀陽御所町3-1　京都幸ビル1Ｆ

しみず脳神経外科クリニック 清水　俊樹 脳神経外科・リハビリテーション科 075-406-0692 中京区西ノ京南聖町13番地1F

白川医院 白川喜一 内科・腎臓内科・漢方内科 075-634-7600 中京区竹屋町通油小路西入西竹屋町515

聚楽うしじまクリニック 牛嶋千久 耳鼻咽喉科・アレルギー科 075-384-0408 中京区聚楽廻南町41-2

須川クリニック 須川秀夫 甲状腺（内科） 075‐255-2002 中京区高倉通御池下る亀甲屋町606

高木循環器科内科診療所 高木　力 循環器科 075-812-0165 中京区壬生賀陽御所町3-3

髙林有道クリニック 髙林有道 消化器外科・内科 075-256-8460 中京区烏丸通り姉小路下ル場之町599 CUBE OIKE5F

たきおか歯科クリニック 瀧岡　満 歯科・小児歯科・口腔外科 075-322-0418 中京区壬生東高田町30

たけざわ歯科医院 竹澤保政 歯科・小児歯科・矯正歯科 075-813-3215 中京区西ノ京小堀池町1　サンロード・朱雀1F

医療法人社団翔志会　たけち歯科クリニック 武知幸久 歯科・小児歯科・矯正歯科 075-842-2222 中京区壬生神明町1番地39　articles1F

　　当院では，地域のかかりつけ医と病院の担当医とで連携して，地域全体で患者の治療を行うことを進めています。
　下表は，入院中に，病院主治医とかかりつけ医が病院で共同してあたる「登録医」制度に御協力いただいている地域の医療機関です。

小石医院 内科・婦人科・放射線科 075-231-3419 中京区釜座通竹屋町下る亀屋町335

中京区

http://kyoto-akiden.com/
http://www.adachi-hospital.com/
http://ichioka-urological-clinic.com/
http://www.ito-womens-clinic.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0758410201/index.html
http://www.iwanoclinic.jp/
http://www.oike-clinic.jp/
http://ouchi-dc.com/
http://okhomeclinic.com/index.html
http://ogawa-naika.com/
http://www.kajita-hinyoukika.com/
http://www.e-5171.jp/
http://katobreast.com/modules/topics/index.php?page=diarylist
http://www.kanaitsuka.com/
http://kanemitu-clinic.com/
http://www.kano-dc-kyoto.com/
http://www.nakai-clinic.jp/
http://www.dr-tomoko.com/
http://www.kyogoku-clinic.jp/
http://www.chuo-c.jp/
http://www.kitao-clinic.com/
http://www.kimura-ent.com/isi
http://kiyoko-clinic.com/
http://www.hanako-cl.com/
http://komori-dc.jp/
http://sakabeclinic.com/
http://www16.ocn.ne.jp/~ssk-ped/index.html
http://www.shimamoto-ganka.jp/
http://www.shimizu-hospital.or.jp/shisetsu/clinic/omiya/index.php
http://shimizu-brain.com/
http://hp.health.ne.jp/shirokaeru/
http://www.ushijima-clinic.com/
http://home.wondernet.ne.jp/~sugawa/
http://www.kyotocity.com/takagi/
http://www.takabayashi-clinic.jp/
http://www.0418.jp/index.php
http://www.takezawa-shika.jp/
http://www.tdc-smile.jp/
http://www.koishi-i-in.com/


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

多田消化器クリニック 多田正大 消化器科 075-257-3130 中京区三条烏丸東入ル梅忠町24　堀江ビル3F

たて内科クリニック 館　雅之 内科 075-746-6261 中京区東洞院通二条上ル壺屋町524番地　コンフォール御所南1F

谷口医院 谷口浩也 内科・循環器科 075-314-8910 中京区壬生檜町14-1

田村歯科医院　高辻診療所 田村昌也 歯科・小児歯科 075-822-1900 中京区壬生相合町33-1　八千代ビル1階

辻医院 辻　輝之 内科・神経内科 075-252-6739 中京区東洞院錦小路下ル阪東屋町657-4

医療法人 鳥居内科 鳥居幸生 内科・循環器内科・糖尿病内科 075-231-3055 中京区東洞院通二条下ル瓦之町391　京都メディカルガーデンシンフォニア御池４F

医療法人ふたば会　なかい耳鼻咽喉科 中井　茂 耳鼻咽喉科・アレルギー科・小児耳鼻咽喉科 075-241-3387 中京区東洞院二条下る　シンフォニア御池4F

清水恵美子

藤田裕美

山田亮三

杉山哲也

中村　元

宮本和明

仁尾クリニック 仁尾義則 外科（乳腺外科） 075-803-0111 中京区西堀川通三条上ル姉西堀川町511番地 ハロー友愛ビル

にしかわ内科医院 仁志川直裕 内科・消化器科・小児科 075-841-0028 中京区壬生高樋町45-5

にしはら耳鼻咽喉科 宮田耕志 耳鼻咽喉科 075-256-8741 中京区堺町通竹屋町上ル橘町82-2 T.K.H.ENTビル3F

二条駅前なかみち皮膚科クリニック 中道　寛 皮膚科 075-812-0702 中京区西ノ京栂尾町1-1 JR二条駅NKビル3F

のうか歯科医院 苗加好弘 歯科 075-221-0509 中京区堺町通四条上ル八百屋町553

野見山医院 野見山世司 消化器科・外科 075-812-0290 中京区西ノ京永本町2

長谷川歯科 長谷川暢久 歯科・小児歯科 075-841-8148 中京区壬生馬場町19-11

早川久仁子

早川征生

はやし神経内科 林　理之 神経内科・内科 075-254-8841 中京区御所八幡町231 シカタカトルズビルディング4F

林ハートクリニック 林　宏憲 心臓リハビリテーション科・循環器内科・内科 075-212-0889 中京区御所八幡町231 シカタカトルズビルディング3F

ひろしまクリニック 廣島芳城 整形外科・リウマチ科 075-801-5585 中京区西ノ京栂尾町1-1 JR二条駅NKビル4F

医療法人京樹会　福島クリニック 福島一登 耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科・アレルギー科 075-257-5808 中京区東洞院通二条上ル壺屋町531 LUXESTAGE御所南1F

ふち内科クリニック 淵　敏一 内科・循環器科 075-803-6060 中京区壬生上大竹町14

細田レディースクリニック 細田哲也 産婦人科 075-634-6123 中京区西ノ京職司町69 インパクトイク1F

俣野歯科医院 俣野明彦 歯科・小児歯科・歯科口腔外科 075-841-3284 中京区西ノ京東中合町15

まつうらクリニック 松浦典子 心療内科・精神科 075-813-1022 中京区西ノ京職司町69-1

まつおこどもクリニック 松尾　敏 小児科 075-812-3725 中京区西ノ京栂尾町1-1 JR二条駅NKビル4F

松永医院 松永和夫 内科・循環器科 075-256-0056 中京区西洞院通竹屋町下ル

瑞枝クリニック 小椋　哲 心療内科・精神科 075-257-0707 中京区西方寺町160-2　船越メディカルビルB号

みずしま小児クリニック 水嶋康浩 小児科 075-406-0931 中京区西ノ京南大炊御門町8　阪急OASIS円町店2F

水野医院 水野正允 内科・消化器内科 075-221-5227 中京区押小路通麩屋町西入橘町629

蓑和田医院 蓑和田武次 内科 075-221-5706 中京区室町通六角下ル鯉山町516-1

村上雅朗

村上恭子

むらた医院 村田真二 神経内科・内科 075-325-2301 中京区壬生下溝町60-12

森島医院 森島正樹 内科・小児科・皮膚科・胃腸科 075-811-4073 中京区西ノ京小倉町4

もりや歯科医院 森家一貴 歯科 075-813-3388 中京区四条大宮西入錦大宮町116　プラネシア阪急大宮ビル サウス2F-A

安威医院 安威正樹 内科・胃腸科・皮膚科・アレルギー科 075-811-0907 中京区壬生森町63-9

やすの医院 安野哲也 小児科・内科・アレルギー科 075-241-1430 中京区寺町通三条下る永楽町233　昭文堂ＢＬＤＧ２Ｆ

山内歯科医院 山内利一郎 歯科・口腔外科 075-822-9295 中京区壬生東大竹町21-1

山元病院 山元貴雄 産科・婦人科・小児科 075-801-3281 中京区堀川通蛸薬師下る宮本町795

友愛診療所 中村悟史 内科・消化器内科・胃腸内科・小児科・皮膚科 075-813-3135 中京区西堀川通り三条上る姉西堀町511番地 ハロー友愛ビル３Ｆ

ゆうクリニック 兪　正根 内科・消化器科・リハビリテーション科 075-822-1666 中京区西ノ京北小路町17-2

ゆん診療所 尹　彦詔 内科・消化器科 075-466-5308 中京区西ノ京円町11-5

医療法人吉岡歯科医院 吉岡　孝 歯科 075-842-0418 中京区壬生東大竹町37

吉政医院 吉政孝明 内科・消化器科 075-257-7048 中京区蛸薬師通烏丸西入る橋弁慶町235

米沢歯科医院 米沢　篤 歯科・小児歯科 075-811-0456 中京区西ノ京藤ノ木町1-22

あいこ皮フ科クリニック 柴亜伊子 皮膚科・美容皮膚科 075-231-9500 下京区四条富小路西入ル立売東町14　イシズミ本社ビル5F

医療法人 青木医院 青木　淳 内科・脳神経外科 075-313-7038 下京区西七条南衣田町58

明石病院 山田重信 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科 075-313-1453 下京区西七条南衣田町93

熱田内科クリニック 熱田晴彦 内科・糖尿病内科 075-353-7027 下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655番　産経京都烏丸ﾋﾞﾙ3F

あわの診療所 粟野菊雄 精神科・神経内科・心療内科 075-341-5148 下京区室町通四条下ル鶏鉾町500番地　鶏鉾ビル４Ｆ

伊藤デンタルクリニック 伊藤克行 歯科・小児歯科・歯科口腔外科 075-352-8014 下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町79-2ブレッドガーデン１F

早川医院

中野眼科　朝日会館診療所 中京区河原町通三条上る恵比須町427 京都朝日会館7F

中野眼科　本院

眼科

眼科 075-801-4151

内科・消化器科・アレルギー科・リウマチ科

皮膚科・外科

075-221-3000

中京区聚樂廻東町2

075-256-1752 中京区室町通竹屋町下ル鏡屋町28

075-813-5550 中京区壬生森町29-3みぶ村上クリニック

中京区

下京区

http://tate-clinic.com/
http://www.dr-taniguchi.com/
http://toriinaika.com/
http://www.symphonia-oike.com/floor/nakai/
http://www.nio-nbsc.com/index.php
http://www8.ocn.ne.jp/~tkhent3/
http://www.nijd.dr-clinic.jp/
http://www.kyoto-hasegawashika.com/
http://www.hayashi-nc.com/
http://www.hayashi-heart-clinic.com/
http://fukushima-ent.com/index.html
http://www.hosodaladiesclinic.jp/index.html
http://matsuura-clinic.info/
http://homepage2.nifty.com/matsuo_kodomo
http://mizue-clinic.com/
http://mizushima-pedia-clinic.com/
http://clinic-1.jp/web/murataiin/pc/
http://www.moriya-dental.net/
http://www.geocities.jp/m5yasuiiin/
http://www4.plala.or.jp/yasunoiin/
http://www.yamamoto-hospital.gr.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/yoo/pc/
http://www.yoshimasa-dm-endo-clinic.info/
http://aiko-hifuka-clinic.com/
http://www.aoki-iin.jp/
http://www.iyukai.or.jp/index.php?module=blog&page_id=9
http://atsuta-clinic.com/
http://www.awano-clinic.jp/
http://www.ito-dental.info/
http://www.kyoto-derma.org/search/detail.php?S_ID=87
http://www.kyo-con.or.jp/info/asahi/asahi.html
http://www.ddmap.jp/0758014151
http://www.myclinic.ne.jp/mibu_clinic/pc


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

井上医院 井上　治 内科 075-353-8706 下京区夷馬場町2-3

上田医院 上田尚司
外科・胃腸科・整形外科・リハビリテーション
科

075-371-7880 下京区西洞院通仏光寺上る綾西洞院町756

大岩医院 大岩海陽 内科・神経内科 075-342-5358 下京区西洞院通六条下る東側町513

大岡医院 大岡正人 耳鼻咽喉科 075-371-3387 下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町435-1

大垣クリニック 大垣雅晴 消化器外科・大腸肛門外科・外科 075-371-1655 下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655　産経京都烏丸ﾋﾞﾙ5F

大塚下肢静脈瘤クリニック 大塚美実 血管外科・形成外科 075-353-6301 下京区七条烏丸東入真苧屋町195 福井ビル6F

小笠原クリニック 小笠原宏行 内科・消化器科 075-326-2211 下京区中堂寺南町108

岡林医院 岡林秀興 循環器科・内科・消化器科・小児科 075-341-0393 下京区西洞院通松原下ル永倉町555-4

医療法人 小畑内科クリニック 小畑寛純 内科・消化器内科・循環器内科 075-241-3845 下京区四条通新町東入る月鉾町62　住友生命ビル3F

介護老人保健施設じゅんぷう 吉田　巌 内科 075-813-2323 下京区西堀川通松原下ル橋橘町1

かきた内科医院 垣田時雄 内科 075-351-1275 下京区五条通室町西　高橋第6ビル2階

梶山内科クリニック 梶山静夫 内科・循環器科 075-326-8739 下京区西七条東御前田町20番地1　京都五条クリニックビル2階

医療法人祥風会 烏丸五条みどりクリニック 小泉将之 内科・精神科 075-354-3500 下京区諏訪町通松原下ル弁財天町328番地ヴァン青雲１階

医療法人社団 河合医院 奥田良治 皮膚科 075-325-3704 下京区西七条南西野町60

川島医院 川島美智子 内科・小児科 075-313-8892 下京区西七条西八反田町86

かわむら内科 川村朝章 内科・小児科 075-326-3500 下京区中堂寺南町105 ゴールドハイツ五条203

きしもと内科クリニック 岸本和隆 内科・消化器内科 075-353-5740 下京区松原通堺町西入杉屋町281

木谷内科医院 木谷輝夫 内科・循環器内科 075-361-0611 下京区室町通綾小路下ル白楽天町507 下川ビル1F

北村クリニック 北村　健 泌尿器科・男性不妊症 075-746-6301 下京区二帖半敷町655　産経ビル6A

京都駅前さの皮フ科クリニック 佐野陽平 皮フ科・アレルギー科 075-744-6420 下京区東洞院通り塩小路下る東塩小路町547-2 福隅ビル2階

医療法人財団康生会　京都駅前武田透析クリニック 吉岡徹朗 腎臓内科（人工透析）・内科 075-351-9200 下京区東洞院通七条下ル二丁目東塩小路町606番地3三旺京都駅前ビル6階

京都駅前ホリイ内科クリニック 堀井和子 内科 075-353-3900 下京区不明門通七条下ル東塩小路町735番地1　京阪京都ビル7階

医療法人社団恵心会　京都武田病院 武田敏也

内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・眼
科・小児科・放射線科・リハビリテーション科・
神経内科・アレルギー科・消化器科・呼吸器
科・循環器科・リウマチ科・心療内科・精神
科・麻酔科

075-312-7001 下京区西七条南衣田町11

医療法人仏光会　小西仏光寺診療所 小西正昭 内科・胃腸科・循環器科 075-351-3095 下京区仏光寺通柳馬場西入東前町398

ささもと眼科 佐々本研二 眼科 075-326-8786 下京区西七条東御前田町20番地１　京都五条クリニックビル3階

佐藤医院 佐藤雅子 眼科 075-313-0091 下京区西七条南月読町35

さんこうじ整形外科 三光寺由之 整形外科・リハビリテーション科 075-311－3113 下京区西七条東八反田町33番地　パデシオン京都七条1階

志馬裕明

志馬千佳

菅原クリニック 菅原圭梧 心療内科・精神科 075-351-4111 下京区東塩小路町579-1 山崎ビル8F

千本診療所 鈴木竜太 内科・外科 075-341-7868 下京区観喜寺町10-15

第二南診療所 久保田忍 内科・外科 075- 371-1465 下京区東中筋通花屋町柳町322-1

たかあきクリニック 高顯純平 内科・消化器内科 075-822-8221 下京区中堂寺坊城町31-7　メディナ丹波口1F

高宮内科クリニック 高宮充孝 内科・循環器内科 075-874-1859 下京区西七条東八反田町33番地　パデシオン京都七条1階

たきがみ医院 瀧上雅博 内科 075-313-7756 下京区西七条北西野町22

田口整形外科医院 田口保志 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 075-352-1122 下京区東錺屋町167-201

竹内歯科医院 竹内敬博 歯科 075-841-8211 下京区大宮通四条下ル　日本生命四条大宮ビル2F

たけのうちクリニック 竹之内恭一郎 精神科・心療内科 075-326-3211 下京区七条御所の内北町84 ニューインダストリービル５F

宅間歯科医院 宅間　巖 歯科 075-344-2506 下京区五条通東洞院東入ル万寿寺町137

立岡神経内科 立岡良久
神経内科・内科･心療内科・リハビリテーショ
ン科

075-803-6833 下京区中堂寺坊城町35-3

田中晶子クリニック 田中晶子 心療内科・精神科 075-322-0133 下京区西七条東石ヶ坪町31

医療法人中島会戸田眼科 戸田真理子 眼科 075-811-4052 下京区猪熊通仏光寺下ル槌谷町325番地の1

内科田中医院 田中裕子 内科 075-351-9822 下京区大宮通花屋町上ル

中野眼科　京都駅前診療所 髙木史子 眼科 075-361-2626 下京区烏丸七条下る東塩小路町720 京都駅前駿河屋ビル4階

中野眼科　四条分院 星野朗子 眼科 075-822-0520 下京区大宮通四条下る四条大宮町2 日本生命四条大宮ビル2階

中野耳鼻咽喉科 中野宏 耳鼻咽喉科 075-874-4187 下京区西七条東御前田町20-1　京都五条クリニックビル４F

医療法人東光会 七条診療所 小泉俊三 内科 075-313-6407 下京区朱雀北ノ口町29番地

医療法人財団医恵会　七条武田クリニック 武田敏宏
内科・消化器科・神経内科・皮膚科・呼吸器
科・小児科・リウマチ科・アレルギー科・リハ
ビリテーション科

075-312-7002 下京区西七条南衣田町３

南部産婦人科医院 南部吉彦 産婦人科 075-313-6000 下京区西七条市部町132

西七条診療所 関沢敏弘 内科・外科・小児科・皮膚科・放射線科 075-313-0401 下京区朱雀裏畑７３番地

一般財団法人本願寺ビハーラ医療福祉会　西本願寺あそか診療所 川上　明 内科・呼吸器内科・緩和ケア内科 075-371-0586 下京区花屋町通堀川西入ル柿本町580-2

西山医院 西山康之 耳鼻咽喉科 075-313-0637 下京区西七条南東野町158

のぶ耳鼻咽喉科クリニック 和歌信彦 耳鼻咽喉科 075-812-3387 下京区中堂寺坊城町65 パークスクエア1F

初岡歯科医院 初岡昌憲 一般歯科・審美歯科・小児歯科・口腔外科 075-351-0418 下京区水銀屋町637 第五長谷ビル3F

医療法人健進会　林歯科診療所 林　誠司 歯科 075-313-0024 下京区朱雀宝蔵町14

産婦人科・生殖医療・女性漢方内科医療法人佳洛菴 志馬クリニック四条烏丸 下京区四条通室町東入ル函谷鉾町87　ケイアイ興産京都ビル4F075-221-6821

下京区

http://www.ishikai.or.jp/oiwaclinic/
http://www.chiryo.jp/index.htm
http://ohgaki-clinic.com/index.html
http://varix-otsuka.com/
http://www.myclinic.ne.jp/ogasawara_cl/pc
http://okabayashi-clinic.webmedipr.jp/index.html
http://obata-medical-clinic.com/index.html
http://www.junepooh.com/
http://kajiyama-clinic.com/
http://syofukai.com/clinic/64
http://kawai-clinic.net/
http://www.k4.dion.ne.jp/~k_clinic/
http://www.kitani-naika.com/
http://kitamura-health.com/
http://sano-hifuka.com/
http://www.takedahp.or.jp/clinic/takedatoseki/
http://www.kyotoekimae.jp/
http://www.kyototakeda.jp/
http://sasamotoganka.webmedipr.jp/
http://www.satoiin.com/
https://sankoji-seikei.com/
http://www.sugawara-clinic.com/pc/index.html
http://www.kyotominami.or.jp/buninannai_dainiminami.html
http://www.takaaki-clinic.com/
http://www.takamiya-clinic.com/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~TAKE8211/
http://takenouchiclinic.gotohp.com/
http://www.ne.jp/asahi/tatsuoka/clinic
http://www.tanakaakiko.com/pc/
http://www.kyo-con.or.jp/info/ekimae/ekimae.html
http://www.kyo-con.or.jp/info/shijyou/shijyou.html
http://nakanoent.com/
http://www.kyototakeda.jp/clinic/
http://www.nanbu-obgy.com/pc/
http://www.nisinana.net/guide
http://www.nobu-ent.com/
http://www.hatsuoka.com/
https://www.hayashi-shika.org/
http://www.shime.biz/index.html


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

飛田医院 飛田収一 泌尿器科 075-323-6267 下京区中堂寺南町108

日の丸歯科医院 日丸全人 一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科 075-746-2496 下京区室町通六条下ル西魚屋町235

平野歯科医院 平野裕之 歯科 075-221-4934 下京区四条通西洞院東入新釜座町716

兵耳鼻咽喉科医院 兵佐和子 耳鼻咽喉科 075-841-2049 下京区大宮通松原上ル高辻大宮町132

藤田祝子

朴　義男

ふてんま医院 普天間健 精神科・心療内科 075-361-0066 下京区室町五条上ル坂東屋町266　ロイヤル室町1F

本多歯科医院 本多易史 歯科・歯科口腔外科 075-351-3711 下京区大宮通丹波口下る大宮一丁目554

前田クリニック 前田康秀 内科・泌尿器科 075-322-1818 下京区西七条北月読町73

前田内科医院 前田眞里 内科・外科・皮膚科 075-351-2128 下京区御幸町通四条下ル大寿町404

まつお小児科アレルギークリニック 松尾裕行 小児科・小児アレルギー科 075-325-5888 下京区西七条北東野町122

松繁歯科 松繁知洋 歯科・訪問歯科 075-354-6446 下京区中堂寺櫛笥町6

まつばらクリニック 松原欣也 循環器内科・内科 075-406-0780 下京区中堂寺櫛笥町21

まつやま眼科 松山千穂 眼科 075-257-1113 下京区四条通東洞院東入立売西町66番地　京都証券ビル地下1階B1-4号室

松本　央

大西用子

足立尚登

二宮幹司

村井健二

磯辺量子

明徳漢方内科 篠原明徳 漢方内科 075-352-5656 下京区七条通新町東入西境町163番地 京都駅前増井ビル5F

柳診療所 柳　堅徳 循環器内科・消化器内科 075-351-5500 下京区塩小路烏丸西入東塩小路町579-1 山崎ﾋﾞﾙ5F

山下歯科医院 山下正純 歯科 075-351-8998 下京区烏丸六条下ル北町183-2 烏丸河井ビル3F

横江医院 横江信義 内科 075-841-0810 下京区大宮通松原下る上五条町396

横村医院 横村一郎 内科・呼吸器内科 075-841-2380 下京区大宮通松原下る西門前町424

医療法人悠涼会 洛央眼科クリニック 水木健二 眼科 075-371-0755 下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655 産経京都烏丸ﾋﾞﾙ4F

医療法人社団　和田クリニック 和田　哲 胃腸科・外科・内科 075-341-0025 下京区塩小路通東洞院東入明石屋ビル2F

医療法人健祥会　いまい小児科クリニック 今井博之 小児科 075-693-8839 南区吉祥院車道町16　コーポ車道

内田医院 内田亮彦 内科・外科・整形外科・泌尿器科 075-681-9958 南区東九条南烏丸町35-6

宇都宮循環器科 宇都宮久清 内科・循環器科 075-693-2703 南区唐橋琵琶町46-3

医療法人 大森医院 大森浩二 外科・胃腸科 075-681-3211 南区吉祥院清水町35-3

医療法人悠山会 桂川キッズクリニック 後藤高弘 小児科 075-874-4381 南区久世高田町376-1　イオンモール京都桂川1F

かんだクリニック 神田啓太郎 内科・消化器内科 075-925-3311 南区久世高田町376-1　イオンモール京都桂川1F

医療法人慶志会 きむら眼科京都桂川 金　熙乾 眼科 075-921-3322 南区久世高田町376-1　イオンモール京都桂川1061-6

医療法人馰野会　京都駅前婦人科まりこクリニック 北岡江里 婦人科 075-574-7681 南区東九条上殿田町40-6　上殿田ビル2階

京都市山ノ本診療所 武上俊明 内科・小児科・リウマチ科 075-682-3815 南区上鳥羽山ノ本町60

公益社団法人　京都保健会 久世診療所 山本昭郎 内科 075-921-3535 南区久世殿城町33

くろやなぎ・いいだ医院 畔柳　彰 内科・心臓内科・小児科 075-921-0234 南区久世上久世町309

小林整形外科医院 小林政史 整形外科 075-933-6767 南区久世高田町35-50

しばじクリニック 柴地隆宗 内科・胃腸内科・胃腸外科 075-661-3400 南区唐橋堂ノ前町23-1　洛南スクエアビル2階

第二足立病院 大坪一夫 産婦人科 075-681-7316 南区四ツ塚町1

つね歯科医院 二神ツネ夫 歯科 075-681-2869 南区吉祥院東砂ノ町28 川久1F

ひろせ眼科 廣瀬奈美 眼科 075-634-8863 南区西九条鳥居口町１番地　イオンモールKYOTO Sakura館3F

藤代医院 藤代禎子 耳鼻咽喉科 075-691-1175 南区吉祥院八反田町19

堀井眼科クリニック 堀井　孝 眼科 075-691-0361 南区西九条島町8

桝歯科医院 桝　悦子 歯科 075-691-8044 南区吉祥院車道町41-2

医療法人啓生会　やすだ医院 安田雄司 呼吸器科 075-932-5015 南区久世大薮町53

山下医院 山下　琢 整形外科・リウマチ科 075-691-3808 南区八条通大宮西入九条通399-28

渡辺整形外科医院 渡辺　寛 整形外科・リハビリテーション科 075-682-5070 南区吉祥院井ノ口町24-3

朝隈医院 朝隈六郎 胃腸科・内科・皮膚科 075-872-8137 右京区嵯峨野清水町8-66

医療法人誠心会 池田整形外科クリニック 池田一博 整形外科・リハビリテーション科 075-864-3331 右京区太秦一ノ井町31

石島耳鼻咽喉科 石島　健 耳鼻咽喉科 075-314-1088 右京区西院巽町37　テイクセブンビル2F

石田勝紀

石田智子

石田内科リウマチ科クリニック 石田　博 内科・リウマチ科・アレルギ-科 075-201-7244 右京区太秦辻ケ本町13

イトウ診療所 伊藤照明 内科・アレルギー科 075-882-5156 右京区常盤東ノ町22-3

内科・消化器科・リハビリテーション科

石田医院 内科・消化器内科・呼吸器内科

075-343-4188 下京区大宮通七条下る御器屋町67

下京区西洞院通松原下ル永倉町558

075-212-4618

産婦人科 075-341-4103

右京区嵯峨野有栖川町40-168

下京区四条烏丸西入ル函谷鉾町83　田源ビル３F

075-861-2316

産科婦人科　松本クリニック

人工透析内科

右京区

下京区黒門通五条上る柿本町590番地4075-813-3800医療法人弘操会　馬淵診療所

村井歯科医院

南区

歯科

医療法人 ふじた医院

下京区

http://www.hida-clinic.jp/
http://hinomaru-shika.com/
http://nttbj.itp.ne.jp/0752214934/index.html
http://kagayakuha.com/
http://www.maedaclinic.com/index.html
http://matsuo-clinic.net/info/index.html
http://www.matsubara-clinic.com/pc/
http://www.matsuyama-eyeclinic.com/
http://mkc-kyoto.com/
http://www.yanagi-shinryosho.com/pc/index.html
http://www.yokomura-clinic.com/
http://www.yuryokai.com/rakuou/index.html
http://kyoto-wada-clinic.com/
http://www.imai-kodomo.jp/
http://www.ishikai.or.jp/ohmori-clinic/
http://katsuragawa-kids-clinic.com/
http://www.kanda-clinic.jp/index.html
http://kimuraganka.com/kt/
https://kyotoeki-mc.com/
http://www.kyoto-hokenkai.or.jp/
http://www.kuroyanagi-iida.com/
http://www.kobayashiseikei.jp/
http://shibaji-clinic.com/index.html
http://www.dainiadachi.or.jp/
http://tunesika.com/
http://kyoto-hiroseganka.com/
https://www.keiseikai.net/index_yasuda.html
http://www.ishijima-ent.jp/
http://www.ishida-cl.jp/
http://www.maia-matsumoto.com/
http://www.myclinic.ne.jp/mabuchi/pc/index.html
http://muraishika.com/
http://fujita-clinic.or.jp/


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

伊東三喜雄

伊東晴喜

太秦天神川駅前いまい皮フ科クリニック 今井　慎 皮膚科・アレルギー科 075-366-6153 右京区太秦下刑部町170 プレサンスロジェ太秦天神川駅前1F

今林医院 今林美喜夫 内科 075-463-7388 右京区花園寺ノ前町52

今村眼科クリニック 今村貞洋 眼科 075-872-0222 右京区嵯峨中通町13-36　ロイヤルコート嵯峨

岩田医院 岩田征良 内科・小児科 075-881-0613 右京区梅津石灘町25

岩田整形外科医院 岩田啓史 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 075-311-0108 右京区西院西平町14-1

井本医院 井本雅美 内科・消化器科・小児科 075-861-2646 右京区太秦海正寺4-8

社会医療法人太秦病院附属 うずまさ診療所 小宅映士 内科 075-863-6152 右京区太秦堀ヶ内町1-1

社会医療法人太秦病院附属 うずまさ第二診療所 髙橋康彦
呼吸器内科・消化器内科・神経内科・整形外
科・皮膚科・形成外科・小児科

075-863-5581 右京区嵯峨広沢南野町26番2-2

医療法人社団圭春会　梅の宮医院 李　玉鏞 整形外科・リハビリテーション科 075-881-5678 右京区梅津西浦町23-2

大井整形外科 大井憲二 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 075-323-0160 右京区西京極西池田町38

太田診療所 太田正治 内科・消化器内科・呼吸器内科 075-461-7568 右京区花園伊町6

大塚医院 大塚弘友 内科・消化器内科・小児科 075-881-3088 右京区梅津前田町65-4

岡田医院 水野　融 内科・呼吸器内科・循環器内科 075-861-0582 右京区嵯峨中又町25

医療法人岡本診療所 岡本吉將 内科 075-873-1212 右京区梅津南上田町34-1

景山医院 景山精二 内科 075-323-6680 右京区西院西今田町9-5

柏木智博

柏木宣人

勝馬内科医院 勝馬芳徳 内科・消化器科 075-326-2741 右京区西院平町25　東芝京都ビル1F 

加藤医院 加藤信博 内科 075-882-0300 右京区常盤東ノ町16-46

神山医院 神山秀三
内科・小児科・胃腸肛門科・リハビリテーショ
ン科

075-312-4114 右京区西大路四条上ル西院東淳和院町4

医療法人ほほえみ会　かねみつ内科クリニック 金光宣旭
内科・消化器内科（内視鏡）・糖尿病脂質代
謝内科

075-873-8686 右京区太秦下刑部部町181番地　パティナ-太秦天神川１Ｆ

かねみつ医院 金光敬祐 消化器科・内科・外科・リハビリテーション科 075-864-7473 右京区常盤東ノ町6-5

亀井診療所 亀井湜明 内科・外科・整形外科・皮膚科 075-861-0686 右京区嵯峨釈迦堂大門町40

河合敬一皮膚科医院 河合敬一 皮膚科 075-315-0222 右京区西院高田町24　パデシオン西院1Ｆ2号

衣笠医院 福州　修 外科・内科 075-462-8473 右京区龍安寺斎宮町5

医療法人新生十全会　京都双岡病院 中西克己
内科・精神科・神経内科・歯科・リハビリテー
ション科・放射線科

075-881-2830 右京区常盤古御所町２番地

國枝医院 國枝恒治 内科・胃腸科・小児科・神経内科 075-314-7531 右京区西院東貝川町14

黒川サルーテメンターレ 黒川能孝 心療内科・精神科 075-312-6699 右京区西院三蔵町14　プラムビル4F

小島内科クリニック 小島　博 内科・消化器内科・糖尿病内科 075-871-7047 右京区嵯峨広沢御所ノ内町37-5

五条にしかわ歯科クリニック 西川　理 歯科 075-555-7441 右京区西院西溝崎町1 パレフルーヴ五条105

小室整形外科医院 小室　元
整形外科・リウマチ科・皮膚科・リハビリテー
ション科

075-871-0519 右京区嵯峨野開町21

斉藤医院 斉藤憲治 耳鼻咽喉科・アレルギー科 075-861-4426 右京区太秦多藪町14

医療法人社団永和会　西院デンタルクリニック 富永　康彦 歯科・矯正歯科 075-322-3338 右京区西院東淳和院町１－１ アフレ西院3F

西院駅前とりやまクリニック 鳥山清二郎 内科・泌尿器科・腎臓内科 075-963-5200 右京区西院高山寺町1-1メディカル西院3F

坂本医院 坂本　誠 内科・循環器・小児科・糖尿病代謝内科 075-863-5656 右京区梅津堤上町17

嵯峨嵐山・田中クリニック 田中啓一 心療内科・精神科・産婦人科・内科 075-873-2925 右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町4-8

ささきクリニック 佐々木純一 婦人科 075-861-1140 右京区梅津北浦町3-1

さとこレディースクリニック 玉置聡子 婦人科・皮膚科 075-325-0272 右京区西院東淳和院町13-9

澤野医院堀池診療所 澤野哲雄
内科・呼吸器科・循環器科・アレルギー科・小
児科

075-882-5665 右京区太秦堀池町15-9

四方医院 四方秀人 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 075-873-1467 右京区梅津堤下町28

耳鼻咽喉科・アレルギー科森戸医院 森戸佳代子 耳鼻咽喉科・アレルギー科 075-865-8411 右京区嵯峨野神ノ木町10-10

医療法人平盛会　耳鼻咽喉科平杉クリニック 平杉嘉平太 耳鼻咽喉科 075-882-5774 右京区梅津南上田町１

医療法人 清水医院 清水光一郎 内科・整形外科 075-802-4174 右京区山ノ内宮前町1

医療法人光風会　すずき耳鼻咽喉科医院 鈴木敏弘 耳鼻咽喉科 075‐861－4133 右京区太秦下刑部町170番地　プレサンスロジェ太秦天神川駅前1階

すずき皮フ科クリニック 鈴木　新 皮膚科・アレルギー科 075-316-0072 右京区西院安塚町4-2ＷＥＳＴ-1ビル１Ｆ

すどう小児科医院 須藤茂行 小児科・アレルギー科 075-861-2077 右京区梅津前田町42-1

せきね歯科医院 関根悠三 歯科・口腔外科・小児歯科 075-874-7232 右京区西京極午塚町60　ハイツDSK1F

医療法人　高島診療所 高島啓文 内科・循環器内科・小児科 861-3531 右京区嵯峨天龍寺今堀町2番地

医療法人社団寿光会 竹腰医院 竹腰宗大
内科・呼吸器科・アレルギー科・リハビリテー
ション科・リウマチ科・泌尿器科・心療内科

075-461-6288 右京区御室芝橋町6番地の19

たけさこクリニック 竹迫俊行 内科・呼吸器科・循環器科 075-872-0025 右京区嵯峨明星町17-5

たけだ診療所 武田　誠 内科・消化器科・循環器科 075-321-1117 右京区西京極北大入町65 天神川ビル

田代医院 田代　博 内科・循環器内科 075-861-0124 右京区太秦組石町3

ただ歯科診療所 多田久也 歯科・小児歯科 075-882-6406 右京区太秦開日町21-19

産婦人科 075-882-3800 右京区太秦垂箕山町13-3

右京区山ノ内赤山町10-1075-321-1141伊東泌尿器科医院 泌尿器科

医療法人 柏木産婦人科

右京区

http://www.imai-hifuka.com/
http://www.uzumasa-hp.jp/
http://www.uzumasa-hp.jp/index.html
http://www.ukyo.kyoto.med.or.jp/area_7_umenomiyaiin.html
http://www3.ocn.ne.jp/~oiseikei/
http://www.ota-sinryosyo.or.jp/index.html
http://www.myclinic.ne.jp/kageyamaiin/pc/
http://katsuma.webmedipr.jp/
http://kamiyamaiin.com/index.html
http://www.kanemitsu-naika.jp/
http://happyend.ptu.jp/
http://www.juzen.or.jp/narabigaoka/index.html
http://kurokawa-sm.com/
http://kojima-cl.jp/
http://www.dent-nishikawa.com/
http://www.komuro-clinic.com/pc/
http://saitoiin.com/
http://www.saiin-dc.com/
http://toriyama-clinic.com/
http://www.sagaarashiyama-tanakaclinic.com/
http://www.myclinic.ne.jp/tamakiclinic/pc/index.html
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/sawano/
http://www.eonet.ne.jp/~hirasugi-clinic/
http://www.suzukient.com/
http://sekine-dental-clinic.com/
http://www.myclinic.ne.jp/takashima/pc/
http://takekoshi-med.com/
http://www.myclinic.ne.jp/takesako_cli/pc/
http://www.myclinic.ne.jp/honobono/pc/
http://nttbj.itp.ne.jp/0753211141/index.html
http://www.kwh.jp/


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

田辺メンタルクリニック 田辺有佐 心療内科・精神科 075-325-2554 右京区西院東淳和院町1-1 アフレ西院ビル3F

辻田医院 辻田純二 内科・胃腸内科・放射線科 075-861-2711 右京区太秦上刑部町15-1

寺内整形外科診療所 寺内　進
整形外科・外科・皮膚科・リハビリテーション
科

075-881-2020 右京区太秦森ヶ前町10-1

寺尾眼科医院 寺尾直道 眼科 075-313-5661 右京区西京極畔勝町66

医療法人　てらぞの医院 寺薗富朗 耳鼻咽喉科 075-882-8600 右京区嵯峨中通町13

医療法人社団爽明会　土井診療所 土井康裕 内科・泌尿器科・皮膚科 075-313-0858 右京区西京極西川町17-8

とくひろこどもクリニック 徳弘由美子 小児科 075-874-5790 右京区西院高山寺町1-1 西院メディカルビル2F

富井眼科診療所 富井　聡 眼科 075-311-2308 右京区西院高山寺町11

中尾榮佑

中尾暢希

医療法人社団明徳会 中川診療所 中川千明 内科・循環器科・消化器科・小児科 075-313-0388 右京区西京極東町14

中原ひろし小児科 中原　宏 小児科・アレルギー科 075-326-1108 右京区西院追分町

中安皮膚科診療所 中安　清 皮膚科 075-841-5990 右京区太秦安井春日町5

にしお循環器内科クリニック 西尾亮介 内科・循環器内科 075-881-1118 右京区梅津後藤町7-34

西大丸診療所 寺村和久 内科・小児科 075-311-5992 右京区西京極西大丸町29

西川温博

西川敦子

西出歯科医院 西出昌司 矯正歯科・歯科 075-321-0005 右京区山ノ内池尻町1-1　京都ファミリー3F

花房医院 花房信哉 整形外科・リハビリテーション科・内科 075-462-0711 右京区花園木辻南町28-2

林医院 林　國雄 内科・整形外科 075-312-7851 右京区西京極南庄境町32

古谷医院 古谷昌則 内科・外科・整形外科・小児科・皮膚科 075-872-2591 右京区太秦百合ヶ本町8-201

細田クリニック 細田修司 産婦人科 075-322-0311 右京区西京極南大入町88

細田内科医院 細田友則 内科・消化器内科 075-864-6778 右京区太秦御所ノ内町7-10

堀部祐子

堀　祥子

医療法人社団聡樹会 まさき医院 李　政樹 内科・胃腸科・外科・整形外科 075-314-8611右京区西京極午塚町65—1

またの整形外科 俣野憲一 整形外科・リハビリテーション科 075-872-5775 右京区太秦桂木町11-1

松浦医院 松浦　徹 内科・循環器科 075-861-3351 右京区嵯峨大覚寺門前堂前町22-62

松木皮膚科クリニック 松木正人 皮膚科・形成外科 075-882-0010 右京区梅津上田町51-1

丸山医院 丸山圭史 内科・循環器科・血液透析 075-326-0234 右京区西院日照町10

宮下医院 宮下善行 内科・循環器科・リハビリテーション科 075-872-1862 右京区嵯峨天龍寺油掛町6-3

医療法人優和会 宮元産婦人科医院 宮元勝則 産婦人科 075-321-1112 右京区西院四条畑町1-11

医療法人社団医京会 室町クリニック 是方裕子 内科 075-754-7905 右京区西院東貝川町42　ハイライズ西院1階

安田内科医院 安田典正 内科・リウマチ科 075-321-6007 右京区西院高田町31-2　長谷川ビル2F

矢間酒井診療所 矢間博善 内科・小児科・外科・整形外科 075-861-0177 右京区嵯峨天龍寺龍門町18-1

山田恵三

山田結佳

やまだ眼科 山田英明 眼科 075-312-0660 右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条3F

山本医院 山本省三 内科・小児科・皮膚科 075-872-5667 右京区梅津北浦町19-15

医療法人 竜安寺クリニック 藤田真也 内科・消化器内科・小児科 075-461-3386 右京区龍安寺西ノ川町7-6

医療法人裕泰会　足立医院 足立裕一
内科・整形外科・消化器内科・リハビリテー
ション科・糖尿病科

075-463-1808 北区等持院南町19番地の3

大河歯科医院 大河啓子 歯科 075-465-2080 北区紫野十二坊町27

大関内科クリニック 大関正仁 内科・腎臓内科・循環器内科・リウマチ科 075-466-0011 北区平野桜木町27

加藤内科胃腸科医院 加藤三雄 内科・胃腸科 075-463-6878 北区大将軍西町178

川村クリニック 川村治雄 内科 075-415-7699 北区小山東大野町48-1

北村医院 北村浩一 内科・循環器科 075-495-0022 北区紫野上御所田町52

白波瀬医院 白波瀬功 胃腸科・外科・肛門科・麻酔科 075-494-3118 北区西賀茂水垣町30-3

出口内科医院 出口武司 内科・消化器科 075-495-6616 北区紫野下鳥町25-4

中野眼科　大徳寺前診療所 長嶋珠江 眼科 075-441-8101 北区紫野雲林院町18-1 京都視力ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

浜田クリニック 浜田春樹
外科・内科・整形外科・神経内科・循環器内
科・消化器内科・リハビリテーション科・放射
線科・泌尿器科・糖尿病内科

075-491-6141 北区小山西大野町33

森歯科医院 森　忠昭 一般歯科 075-461-2800 北区衣笠惣門町16-2

ヤスムラ医院 疋田　宇 内科 075-491-0050 北区大宮東小野堀47

余診療所 余みんてつ 内科・外科・消化器科・放射線科 075-491-8222 北区紫野西泉堂町3

医療法人寿尚会　洛陽透析クリニック 武田　昭 腎臓内科・人工透析内科 075-202-5498 北区上賀茂岩ヶ垣内町98-2

いながき皮フ科クリニック 稲垣千絵 皮膚科 075-441-1217 上京区飛鳥井町252　フォルム今出川102

医療法人　耳鼻咽喉科 大島医院 大島　渉 耳鼻咽喉科・気管食道科・アレルギー科 075-417-3387 上京区烏丸通鞍馬口下ル上御霊中町457-10

北区

内科・糖尿病内科・胃腸内科・リハビリテー
ション科

075-312-0771

右京区西京極東池田町1-2　シオン桂1階075-315-5815

右京区嵯峨柳田町11-8

075-463-9565

右京区西京極西池田町13-4ＳＫＢビル102号

右京区御室竪町23-4

医療法人社団　堀部耳鼻咽喉科

にしかわクリニック

耳鼻咽喉科

山田医院

075-871-5450

内科・消化器科

外科・内科・皮膚科・整形外科・胃腸科・泌尿
器科・肛門科・リハビリテーション科

中尾クリニック

右京区

上京区

http://www.tanabe-mc.jp/
http://terauchi-seikei.jp/
http://www.terazono-ent.jp/
http://doi-clinic.flips.jp/
http://tokuhiro-kodomo.ciao.jp/
http://www.tomiiganka.net/
http://www.nakagawa-shinryosho.or.jp/
http://www.nakaharaclinic.com/
http://nishio-clinic.jp/
http://www.mit-inc.co.jp/flash/index.html
http://hanafusa-clinic.webmedipr.jp/
http://www.ukyo.kyoto.med.or.jp/area/arashiyama/hosodanaika.html
http://www.msc-kyoto.jp/
http://www.miyamotosanfujinka.jp/
http://www.muromachi-cl.jp/top.html
http://www.geocities.jp/yasuda_naika/index.html
http://www.yamada-ganka-eye.com/
http://www.ryoanji-clinic.com/
http://www.oozeki-naika.jp/
http://www.katonaikaichouka.com/
http://www.kawamuraclinic.jp/index.html
http://www.kyo-con.or.jp/nakano-daitokuji.html
http://homepage3.nifty.com/yasumura-iin/
http://www.rakuyohp.or.jp/t-clinic/index.html
http://www.inagaki-clinic.jp/
http://horibe.skr.jp/
http://www.nishikawa-clinic.jp/
http://www1.ocn.ne.jp/~yamadak/


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

太田内科クリニック 太田義治 内科・消化器内科・呼吸器内科・アレルギ-科 075-432-0033 上京区今出川通堀川東入飛鳥井町263　シリウス星の子1階

医療法人 岡嶋内科医院 岡嶋　寛 内科・循環器内科・消化器内科 075-841-5628 上京区千本通下立売下ル小山町903-6

垣田敬冶

垣田さち子

金光診療所 金光京石
整形外科・リウマチ科・消化器内科・糖尿病・
内分泌内科

075-431-5730 上京区閻魔前町33-2

こう医院 黄　俊清 内科・心療内科・小児科 075-415-8238 上京区新町今出川上る元新在家町163-8

御所東クリニック 村田　聡 整形外科・外科・内科・皮膚科・泌尿器科 075-211-8441 上京区寺町今出川下ル扇町268

医療法人社団　コマキ外科・胃腸科医院 小牧勝彦 外科・胃腸科・肛門科・整形外科・放射線科 075-432-1864 上京区今出川通室町西入堀出シ町308番地

医療法人　相馬病院 相馬　靖

内科・循環器科・消化器科・外科・整形外科・
泌尿器科・脳神経外科・脳神経内科・皮膚
科・人工透析科・リハビリテーション科・脊椎
外来科・麻酔科

075-463-4301 上京区御前通今小路下ル南馬喰町911

医療法人　高橋医院 高橋　守 内科 075-415-2000 上京区大宮通鞍馬口上ル若宮堅町81

竹中医院 竹中　健 内科・循環器科・消化器科・小児科 075-841-4777 上京区丸太町通千本東入中務町491-29

多田医院 大垣紀美子 内科・糖尿病内科・小児科・放射線科 075-841-5588 上京区下立売通大宮東入橋西2丁目635

たなか往診クリニック 田中　誠 内科 075-467-8771 上京区一条通御前西入大東町90

出口内科クリニック 出口雅子 内科・糖尿病内科 075-813-1116 上京区堀川通丸太町上ル上堀川町118 田邉ビル1F

医療法人　正木医院 正木美智子 内科・小児科 075-461-5957 上京区今小路通御前西入紙屋川町826番地

松林歯科医院 松林　顯 歯科・小児歯科・障害者歯科 075-802-4618 上京区日暮通丸太町上ル西入西院町747

むかい内科クリニック 向井滋彦 内科・循環器内科 075-461-1200 上京区今出川通七本松西入毘沙門町487-7

医療法人博侑会　吉岡医院 吉岡幹博 内科・胃腸科・小児外科・肛門科 075-451-0164 上京区浄福寺通今出川下る竪亀屋町252

有馬医院 蘆田ひろみ 内科・整形外科 075-781-4770 左京区北白川西町74

医療法人社団神野医院　くまのクリニック 神野君夫 循環器科・呼吸器科・外科 075-761-8522 左京区聖護院川原町33

大原在宅診療所 鈴山博司 内科・外科・神経内科 075-705-0787 左京区下鴨西林町6　上文堂ビル

岡田歯科医院 岡田尚則 歯科・小児歯科・訪問診療 075-721-8219 左京区高野竹屋町32-16

川勝小児科内科医院 川勝秀一 小児科・内科 075-741-6120 左京区下鴨北茶ノ木町27-1

きど皮ふ科 木戸祐也 皮膚科・アレルギー科・小児皮膚科 075‐746-3102 左京区正往寺町462-2　インペリアル岡崎106

嶋村医院 嶋村俊一
内科・整形外科・皮膚科・リウマチ科・リハビ
リテーション科

075-781-3294 左京区田中西桶ノ口町78

立石クリニック 立石健人 内科・循環器内科・消化器内科・皮膚科・外科 075-722-1131 左京区一乗寺里ノ前町69

たていし小児科クリニック 舘石捷二 小児科 075-706-5565 左京区松ヶ崎壱町田町4-1 きんこん館

恒村医院 恒村康史　 内科・小児科 075-771-1513 左京区聖護院山王町43-6

中上クリニック 中上美樹夫 胃腸内科・外科・内科 075-711-0052 左京区上高野下荒蒔町6-1 ガルソニエラ宝ヶ池1F

中山眼科クリニック 中山嘉仁 眼科 075-702-8262 左京区下鴨松ノ木町35-1

原山内科クリニック 原山拓也 内科・糖尿病内科 075-771-5260 左京区黒谷町30　クレール岡崎１階

医療法人祥正会 藤原内科 藤原正隆 内科・循環器内科・リハビリテーション科 075-781-0976 左京区下鴨高木町39-5

松下医院 松下匡孝 内科・消化器内科 075-791-5552 左京区上高野古川町12

峯松医院 峯松壮平 外科・胃腸・肛門科・整形外科 075-723-0818 左京区田中東高原町48-2

医療法人寿尚会　洛陽病院 奥村秀雄

整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・
外科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内
科・神経内科・アレルギー科・内科・人工透析
内科・放射線科

075-781-7151 左京区岩倉上蔵町143

おちあい医院 落合正和 内科・循環器科 075-541-2611 東山区東大路松原上ル辰巳町111

岸本クリニック 岸本卓三 心療内科・精神科 075-752-8555 東山区三条大橋東入大橋町94三条鈴木ビル5階

医療法人社団医眞会　タケダ腎クリニック 武田智美 内科・糖尿病内科・腎臓内科・透析内科 075-751-5007 東山区三条大橋町94三条鈴木ビル4階

中嶋外科整形外科医院 中嶋　毅 整形外科・リハビリテーション科・外科 075-561-1444 東山区泉涌寺雀ヶ森町1

那須内科診療所 那須　芳 内科 075-525-3525 東山区祇園町北側266 井澤ビル3階

堀井医院 堀井淳史 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科 075-561-0822 東山区下河原通八坂鳥居前下上弁天町439

林医院 林　純子 内科・小児科 075-561-2329 東山区古門前通大和大路東入三吉町343

片岡医院 片岡正人 外科・消化器科・皮膚科・内科・放射線科 075-581-0024 山科区御陵四丁野町65-2

小泉肛門科外科 小泉健二 肛門科・外科・胃腸科・麻酔科 075-595-2115 山科区厨子奥若林町35-1

こたけ小児科 小竹武志 小児科 075-593-5133 山科区竹鼻堂ノ前町46-1 三井生命ﾋﾞﾙ3F

安井クリニック 安井　仁 消化器外科・乳腺外科・内科 075-595-5810 山科区音羽役出町1-28 古原ビル1Ｆ

洛和会音羽病院 山本一夫 脳神経外科 075-593-4111 山科区音羽珍事町２

足立循環器科・内科医院 足立晴彦 内科・循環器科・呼吸器科 075-393-2747 西京区桂野里町12

井上産婦人科医院 岡垣眞里 産婦人科 075-381-4226 西京区桂坤町30-4

岩瀬医院 岩瀬知行 循環器内科 075-381-5812 西京区松室追上ゲ町18-16

医療法人　いわせ内科クリニック 岩瀬加代子 内科・消化器内科 075-382-3358 西京区川島六ノ坪町63番地1　メディキューブ洛西口3階

内田医院 内田　亮 内科 075‐331-5200 西京区大枝西新林町6-15-8

かさはら内科医院 笠原照久 内科・腎臓内科・アレルギー科 075-393-2333 西京区川島有栖川町44-1

医療法人北村内科診療所 北村裕展 内科・消化器科 075-393-3262 西京区松尾木ノ曽町36-1

山科区

東山区

西京区

左京区

内科 上京区智恵光院中立売下ル山里町238075-414-1933 医療法人敬幸会　垣田医院

上京区

http://otaclinic.com/
http://www.kanemitsu-clinic.net/
http://www.doctormurata.com/
http://www.sohma-hp.or.jp/
http://www.tanaka-oushin.com/
http://deguchi-clinic.com/index.html
http://www.geocities.jp/nontyannopapa/index.html
http://www.yoshiokaclinic.com/
http://byoinnavi.jp/clinic/44569
http://www.kyotoohara.jp/oharazaitaku/
http://kawakatsu.main.jp/index.html
https://kido-hifuka.com/
http://www.shimamura-iin.jp/
http://www.tateishi-c.com/index.html
http://www.tsunemura-clinic.com/pc/
http://nakagami-clinic.com/
http://nakayama-eye-clinic.net/
http://harayama-clinic.com/
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/mf_0618/
http://www.myclinic.ne.jp/matsushitacl/pc/index.html
http://www.rakuyohp.or.jp/
http://www7.plala.or.jp/k-clinic/index.html
http://www.kyototakeda.jp/jin/
http://kyotonasunaika.web.fc2.com/
http://www.mjnavi.co.jp/horii-iin/
http://www.higashiyama.kyoto.med.or.jp/office1025.html
http://www.kataoka-clinic.jp/
http://www.koizumi-koumonka.com/
http://kotakesyounika.com/
http://www.yasuiclinic-kyoto.com/contents03.html
http://www.rakuwa.or.jp/otowa/
http://inouesanfujinka.com/
http://www.iwaseiin.net/
http://www.iwasenaika-cl.com/
http://uchida2007.com/
http://www.medic-grp.co.jp/doctor/kasahara/


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

くわた整形外科リウマチ科クリニック 桑田智紀 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 075-754-6361 西京区松尾大利町11-5

坂本内科クリニック 坂本雅史 内科・消化器内科 075-754-7877 西京区桂南巽町146 ｸﾞﾗｼｭｰｽﾞ3F

さわだ矯正歯科桂クリニック 澤田大介 矯正歯科 075-382-2660 西京区山田大吉見町5-12　ルサフィール物集女3階

澤田歯科医院 澤田卓男 歯科 075-381-0747 西京区川島松園町33

耳鼻咽喉科なかお医院 中尾美穂 耳鼻咽喉科 075-381-8500 西京区松尾大利町11-1松尾メディカルスクエア2階2-B 

白石耳鼻咽喉科医院 白石修悟 耳鼻咽喉科・アレルギー科・気管食道科 075-394-8741 西京区桂木ノ下町1-116 

医療法人　そがべ医院 曽我部俊大
外科・胃腸科・リハビリテーション科・肛門科・
皮膚科

075-392-8823 西京区下津林水掛町4番地の2

武田医院 武田信英 内科・小児科 075-381-2026 西京区上桂西居町1-4

武田整形外科医院 武田信巳
整形外科・形成外科・リハビリテーション科・
リウマチ・スポーツ科・東洋医学（漢方・鍼灸）

075－381-3106 西京区川島有栖川町8

塚本医院 塚本忠司 内科・小児科 075-381-2756 西京区川島有栖川町31

天満小児科医院 天満真二 小児科 075-393-1060 西京区上桂宮ノ後町33-4　サンモールスクエア1階

とだ消化器内科クリニック 戸田勝典 消化器内科・内視鏡内科・内科 075-383-1181 西京区桂坤町29-10

小林紀明

宮崎守成

冨澤宗太

のはらクリニック 野原丈裕 乳腺外科・消化器内科・外科 075-963-6133 西京区桂南巽町59

濱本医院 濱本康平 内科・呼吸器科・アレルギー科・眼科 075-332-0155 西京区大原野上里男鹿町3-3

ふなきクリニック 舟木準 内科・消化器内科・心療内科・皮膚科 075-335-0220 西京区大枝北福西町2丁目12-1

まつざき内科クリニック 松崎恒一 内科・消化器科・肝臓科・糖尿病科 075-391-6161 西京区川島東代町10

松原　健

松原　進

松原恵子

身原正一

身原順子

身原正哉

身原香子

今西二郎

田中邦雄

よしおかこどもクリニック 吉岡　博 小児科 075-383-0070 西京区川島滑樋町46-3

医療法人双樹会　よしき往診クリニック 守上佳樹 内科 075-381-2220 西京区桂御所町1-27

医療法人社団　吉村整形外科医院 吉村義人 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 075-332-3590 西京区大原野西境谷町4-3-1

木谷医院 木谷恵子 内科・小児科 075-645-0099 伏見区深草芳永町666-27

藤田産科婦人科医院 藤田誠司 産婦人科 075-601-3241 伏見区銀座町2-342

松山医院 松山南律 内科・循環器内科・呼吸器内科 075-932-0601 伏見区久我東町1-55

いけぶちクリニック 池淵嘉一郎 耳鼻咽喉科・アレルギー科・リハビリテーション科 075‐924－1187 向日市寺戸町八ノ坪122　洛西口クリニックビル2F

いしいクリニック 石井　洋 消化器内科・呼吸器内科・外科 075-933-9141 向日市寺戸町八ノ坪122　洛西口クリニックビル2F

片岡こどもクリニック 片岡昭浩 小児科・アレルギー科 075-925-0530 向日市寺戸町七ノ坪136

桂川洛西口産婦人科まりこクリニック 駒野真理子 産婦人科 075-754-6961 向日市寺戸八ノ坪122　洛西口クリニックビル3階

加藤博文

加藤亜依子

胡医院 胡　興柏 内科・消化器科 075-924-2662 向日市寺戸町永田11-71

ゆやまクリニック 湯山令輔 内科・循環器内科 075-925-8766 向日市寺戸町七ノ坪100番地　ジオ阪急洛西口ノースレジデンス1階

さとう医院 佐藤　譲 内科・外科・婦人科・胃腸科 0771-25-8851 亀岡市千代川町高野林西ノ畑27番

医療法人　宮前診療所 吉岡隆行 内科・外科 0771-26-2002 亀岡市宮前町宮川西垣内17

もんじ循環器科内科診療所 文字　直 内科・循環器科 0771-22-8890 亀岡市千代川町小林前田27-2

医療法人　在田皮膚科医院 在田継久 皮膚科 075-956-2638 長岡京市開田2丁目1-21

井上耳鼻咽喉科医院 井上靖二 耳鼻咽喉科・アレルギー科 075‐955‐3973 長岡京市一文橋二丁目29‐10

猪谷内科医院 猪谷孟雄 内科・消化器科・一般総合内科 075-954-5510 長岡京市長岡2-8-17

上田内科医院 上田義博 内科・糖尿病内科・消化器内科・小児科 075-951-3497 長岡京市梅が丘3-46

海老沢内科医院 海老澤哲也 内科・循環器内科 075-955-5300 長岡京市長岡1-1-12　パネフリ第3ビル1階

大林内科・循環器科クリニック 大林和彦 内科・循環器科 075‐954-3825 長岡京市神足1丁目15-5

くぼた医院 窪田小弓 内科・小児科・循環器内科 075－951-8880 長岡京市馬場見場走り25-3

医療法人社団和秀会　近藤産婦人科医院 近藤徳正 産婦人科 075-953-2000 長岡京市長岡2丁目2-32

さわだ矯正歯科クリニック 澤田大介 矯正歯科 075-958-2135 長岡京市長岡2-1-3 ガラシャビル3F

小児科・アレルギー科北條クリニック 北條　誠 小児科・アレルギー科 075-959-3131 長岡京市開田5-10

田本内科 田本重美 内科・循環器内科 075-951-0749 長岡京市友岡3丁目12-12

土井医院 土井正樹 外科・胃腸科 075-951-5577 長岡京市長岡1丁目3-17

マキ皮フ科クリニック 若林麻記子
皮膚科・美容皮膚科・小児皮膚科・アレル
ギー科

075‐959－4112 長岡京市友岡4－21－13

伏見区

西京区

向日市

亀岡市

長岡京市

医療法人社団　加藤小児科 小児科・アレルギー科

産婦人科・麻酔科

075-333-1386

西京区上桂宮ノ後町6-8

向日市寺戸町八反田36-6

西京区桂木ノ下町33-14

西京区大原野東境谷町２丁目４番地京都エミナース６階

075-381-2215

075-922-0794

075-392-3111

075-392-3111身原病院 産婦人科・麻酔科

松原医院

075-382-1353 西京区松尾大利町11-1　松尾メディカル・スクエア1階

西京区上桂宮ノ後町6-8

内科・消化器内科・循環器内科

内科・漢方内科・心療内科明治国際医療大学附属洛西クリニック

身原病院

医療法人さんゆう会　内科胃腸内科小林クリニック 内科・胃腸内科

http://ddmap.jp/0757547877
http://www.katsura-ortho.com/
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tkoswd/index.html
http://www.eonet.ne.jp/~nakaoiin/
https://byoinnavi.jp/clinic/44092
http://takedaiin-kyoto.com/
http://www.tenma-cl.com/
http://www.toda-clinic.net/
http://nohara-clinic.com/index.html
http://www.nishikyo-medical.com/
http://www.nishikyo-med.or.jp/main-002/cat-002/0753916161.php
http://www.nishikyo-med.or.jp/profile/shonika/yoshioka.html
http://www.fujita-clinic.com/
http://hp.health.ne.jp/matsuyamaclinic/index.html
http://ikebuchi-clinic.info/
http://www.141clinic.com/
http://www.kataokaclinic.com/
http://mariko-clinic.com/
http://www.eonet.ne.jp/~koiin/
http://yuyamaclinic.com/
http://www.kameoka-ishikai.jp/k-50.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0759553973/index.html
http://www.asahi-net.or.jp/~pp3t-itn/
http://www.obayashi-clinic.jp/
http://www.kondo-sanfujinka.com/
http://www.sawada-kyouseishika-kyoto.jp/
http://www.doiclinic.net/index.html
http://makiskinclinic.com/
http://www.kato-shonika.com/
http://www.mihara.com/
http://www.meiji-u.ac.jp/cim/clinic/kanpounaika
http://www.mihara.com/
http://www.myclinic.ne.jp/sanyu_clinic/pc/


医療機関名 登録医名 標榜診療科 TEL 所在地

あべじゅん婦人科 阿部　純 婦人科 0774-46-8639 宇治市菟道荒槇1-50

医療法人弥生会 上田診療所 上田通章 内科・小児科・皮膚科 0774-22-7586 宇治市菟道平町17

植田医院 植田英嗣 内科・外科・肛門科・リハビリ 0774-21-6111 宇治市小倉町南浦18-122

こう内科クリニック 黄　明宇 内科・循環器内科・腎臓内科・人工透析 0774-32-1457 宇治市木幡西浦35

神野医院 神野君夫 循環器科・呼吸器科・外科 0774-31-4874 宇治市木幡赤塚20

松田整形外科医院 松田泰正 整形外科 0774-21-4628 宇治市小倉町神楽田38-13

宮本医院 寺﨑充洋 胃腸科・外科・整形外科・皮膚科・小児科 0774-21-3934 宇治市小倉町西畑40-4

八幡市 八幡中央病院 上床博久 循環器内科 075-983-0119 八幡市八幡五反田39-1

久世郡 くわはら内科 桑原直夫 内科・小児科・アレルギー科 075-874-6222 久世郡久御山町北川顔村西6-2

相楽郡 笠置歯科口腔外科診療所 岩城倫弘 歯科・歯科口腔外科・小児歯科 0743-95-2397 相楽郡笠置町笠置風呂鼻3

大阪市天王寺区 NDKデンタル真法院 藤原秀樹 小児歯科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 06-6775-7355 大阪市天王寺区真法町12-4

宇治市

http://abejun.net/
http://www.yayoikai-uji.com/ueda/
http://www.koh-naika.com/
http://www.ujikuse.kyoto.med.or.jp/iin6JINNO.htm
http://www.kuwahara-naika.com/index.html
http://de6480.net/index.php?FrontPage

