
医科　登録医一覧 令和2年10月1日現在

医療機関名 医師名 電話番号 地区 郵便番号 住所 往診 診療科

小川医院 小川　欽治 441-1808 上京区 〒602-0015 上・寺之内室町東入 内･児・放・循・消

太田内科クリニック 太田　義治 432-0033 上京区 〒602-0054 上・今出川通堀川東入飛鳥井町263　シリウス星の子1F 内・消・呼・アレ

いながき皮フ科クリニック 稲垣　千絵 441-1217 上京区 〒602-0054 上・今出川通堀川東入飛鳥井町252 ﾌｫﾙﾑ堀川今出川102 皮

菅野医院 菅野　達也 441-2429 上京区 〒602-0057 上・上立売通堀川東入堀之内町２６ ○ 内・循・消・児

任医院 任　書熹 431-2313 上京区 〒602-0059 上・油小路通今出川上ル実相院１５１－２２ ○ 耳・アレ

おおの小児科 大野　邦彦 451-7502 上京区 〒602-0082 上・堀川寺之内上ル３丁目上天神町６３５ 児

髙橋医院 髙橋　守 415-2000 上京区 〒602-0085 上・大宮通鞍馬口上ル若宮竪町８１ ○ 内・皮

西村医院 西村　幸喜 256-0517 上京区 〒602-0805 上・寺町通今出川上ル５丁目西入桜木町４１５－５ ○ 外・整・内・皮・放

竹上内科クリニック 竹上　徹 211-3830 上京区 〒602-0822 上・出町桝形上ル青竜町１９９ ○ 内・神内

岩井医院 岩井　眞樹 746-3803 上京区 〒602-0822 上・青龍町245-1 内・消

堀江皮膚科医院 堀江　順子 252-0766 上京区 〒602-0824 上・今出川通寺町東入一真町86　桂ビル3F ○ 皮

御所東クリニック 村田　聡 211-8441 上京区 〒602-0848 上・寺町今出川下る扇町268 ○ 内・外・整

大島医院 大島　渉 417-3387 上京区 〒602-0894 上・烏丸通鞍馬口下ル上御霊中町457-10 耳

草田眼科医院 草田　英嗣 417-0725 上京区 〒602-0894 上・上御霊中町453-2 眼

豊田医院 豊田　武夫 451-3121 上京区 〒602-0907 上・室町通一条上ル福長町519、521合地 ○ 内・児

いいだクリニック 飯田　香里 432-3608 上京区 〒602-0915 上・中立売通室町西入三丁町462-2 ○ 泌・皮

いいだクリニック 飯田　明男 432-3608 上京区 〒602-0915 上・中立売通室町西入三丁町462-2 ○ 泌・皮

コマキ外科・胃腸科医院 小牧　勝彦 432-1864 上京区 〒602-0931 上・今出川通室町西入堀出シ町３０８ ○ 外・胃・肛・整・放

百々眼科診療所 百々　由加利 441-6410 上京区 〒602-0948 上・小川通今出川下ル針屋町363 眼

上田内科医院 上田　倫子 441-2508 上京区 〒602-0958 上・元誓願寺通油小路西入仲之町460-3 ○ 内・循・児・血

井福ペインクリニック 井福　正貴 256-1371 上京区 〒602-8025 上・今薬屋町328　サンシティ御所西 麻

こだまクリニック 児玉　穣 708-8602 上京区 〒602-8026 上・新町通丸太町上ル春帯町348　ユー、ピー、ディービル1階B号室 心内・精

上羽医院 上羽　毅 451-8837 上京区 〒602-8052 上・下長者町通油小路東入鷹司町59 ○ 内･胃・児・リハ・神内

多田医院 大垣　紀美子 841-5588 上京区 〒602-8123 上・下立売通大宮東入橋西2丁目635 ○ 内・児・放

三宅内科小児科医院 三宅　哲也 841-5660 上京区 〒602-8138 上・下立売通葭屋町西入西橋詰町２８２ ○ 内・児

出口内科クリニック 出口　雅子 813-1116 上京区 〒602-8141 上・上堀川町133 内・糖内

林医院 林  誠 841-4411 上京区 〒602-8144 上・竹屋町松屋町西入藁屋町５３５ ○ 内

佐々木医院 佐々木　義文 801-7301 上京区 〒602-8144 上・丸太町通大宮東入藁屋町５３６ ○ 外・胃・内

髙橋整形外科医院 髙橋　真 841-2689 上京区 〒602-8155 上・千本丸太町下ル主税町1163 ○ 整・リハ

いわさくクリニック 岩破　康博 801-0175 上京区 〒602-8156 上・聚楽町８５７ライオンズマンション聚楽二条１F 整・リハ・リウ

岡嶋内科医院 岡嶋　寛 841-5628 上京区 〒602-8157 上・千本通下立売下ル小山町903-6 ○ 内・消・循・リハ

勝目医院 大寶　あさ子 821-6008 上京区 〒602-8158 上・丸太町通智恵光院西入る中務町486　ヴィランセンワ丸太町1F 内・循

竹中医院 竹中　健 841-4777 上京区 〒602-8158 上・丸太町通千本東入中務町491-29 ○ 内・循・消・児

たかしま眼科医院 高嶋　和恵 813-8245 上京区 〒602-8158 上・丸太町智恵光院西入中務町927 眼

本田医院 本田　光世 411-8780 上京区 〒602-8172 上・智恵光院通出水上ル天秤丸町191-3 ○ 外・胃・内・整

山根記念診療所 松原　弘明 441-2910 上京区 〒602-8215 上・元誓願寺通大宮東入寺今町522 内・循・呼・外・皮・胃

なかつる内科クリニック 中津留　有子 414-2684 上京区 〒602-8222 上・晴明町811 ○ 内・内分泌代謝内科・糖内

藤田医院 藤田　幸久 417-2864 上京区 〒602-8238 上・大宮通中立売上ル糸屋町203 ○ 内・呼

耳鼻咽喉科鈴木医院 鈴木　由一 441-0675 上京区 〒602-8241 上・中立売通猪熊東入役人町252 耳

垣田医院 垣田　敬治 414-1933 上京区 〒602-8268 上・智恵光院通中立売下る山里町２３８－８ ○ 内・放・皮・児・胃・リハ

進藤クリニック 進藤  博章 417-4555 上京区 〒602-8287 上・丹波屋町３４９－１サンタロービル１Ｆ ○ 内･消

あや皮フ科クリニック 山口　綾 406-0100 上京区 〒602-8296 上・千本通一条上る北伊勢殿構町695　グランコート千本一条1F 皮

野田医院 野田　春夫 462-1519 上京区 〒602-8304 上・作庵町509 ○ 内・皮・泌

野田医院 荒木　やよい 462-1519 上京区 〒602-8304 上・作庵町509 眼

上京診療所 高木　幸夫 432-1261 上京区 〒602-8305 上・千本通寺之内下ル花車町482-2 ○ 内・外・整・皮・泌・肛・リハ

上京診療所 本田　大道 432-1261 上京区 〒602-8305 上・千本通寺之内下ル花車町482-2 ○ 内・外・整・皮・泌・肛・リハ

金光診療所 金光　京石 431-5730 上京区 〒602-8307 上・千本通蘆山寺上る閻魔前町３３－２ ○ 整・リウ・リハ

金光診療所 金光　大石 431-5730 上京区 〒602-8307 上・千本通蘆山寺上る閻魔前町３３－２ ○ 内・消

すぎはら医院 杉原　みどり 461-3003 上京区 〒602-8321 上・今出川通千本西入南上善寺町170-3 ○ 内･胃

羽山医院 羽山  貞宏 463-6255 上京区 〒602-8325 上・七本松通今出川上る毘沙門町496-10 ○ 内・外

むかい内科クリニック 向井　滋彦 461-1200 上京区 〒602-8325 上・今出川通七本松西入毘沙門町４８７－７上七軒和田ビル１ ○ 内・循

大西医院 大西　勉 461-8616 上京区 〒602-8336 上・一条通七本松西入滝ヶ鼻町４２９－９ ○ 外・胃・肛・リハ

かどのクリニック 角野  宏達 461-6976 上京区 〒602-8342 上・仁和寺街道千本西入 ○ 外・内・麻

たなか往診クリニック 田中　誠 467-8771 上京区 〒602-8376 上・大東町90 ○ 内（在宅医療）

正木医院 正木　美智子 461-5957 上京区 〒602-8384 上・今小路通御前西入紙屋川町８２６ ○ 内･児

辻眼科医院 辻　俊明 431-3857 上京区 〒602-8448 上・元北小路町１５９　大晋メゾネ西陣今出川１Ｆ 眼

すどう医院 須藤　良和 451-2800 上京区 〒602-8452 上・元誓願寺通智恵光院西入元中之町５１１－７ ○ 内・児

井上整形外科医院 井上　敦夫 462-9552 上京区 〒602-8453 上・千本通一条上ル泰童片原町652 ○ 整・外・リハ・リウ

吉岡医院 吉岡　幹博 451-0164 上京区 〒602-8462 上・浄福寺通今出川下ル竪亀屋町２５２ 内・消・外・肛・胃

舟木医院 舟木　亮 441-6024 上京区 〒602-8491 上・芦山寺通大宮西入3丁目西社町175 ○ 内・放

こなか医院 小仲　良平 723-0330 北区 〒603-8035 北・上賀茂朝露ケ原町10 ○ 内・リハ

水谷外科医院 水谷　均 724-0088 北区 〒603-8052 北・上賀茂松本町９４ 外・消・肛

ひいらぎ眼科 柊木　雅晴 724-0139 北区 〒603-8052 北・上賀茂松本町96-4 眼

好地医院 好地　利栄子 711-2878 北区 〒603-8055 北・上賀茂高縄手町28 児・内

好地医院 好地　衛 711-2878 北区 〒603-8055 北・上賀茂高縄手町28 ○ 児・内・外

産婦人科鈴木医院 鈴木　皓 721-9586 北区 〒603-8066 北・上賀茂池殿町１－４ 産婦

隄医院 隄　義信 724-2237 北区 〒603-8075 北・上賀茂中大路町12-1 ○ 内・アレ

田村外科 田村  耕一 721-9313 北区 〒603-8085 北・上賀茂蝉ケ垣内町46-2 ○ 外・整・肛・呼吸器外科

中村内科クリニック 中村　智恵 492-2374 北区 〒603-8103 北・小山北玄以町1 ○ 内・消・循

たけだ医院 武田　諭司 494-3230 北区 〒603-8107 北・紫竹下ノ岸町２１-１メゾンエスポワールハツダ１Ｆ 内・消

富岡小児科医院 富岡　曄 492-6881 北区 〒603-8122 北・小山花ノ木町17 児・アレ
耳鼻咽喉科まつなみクリニック 松波　達也 493-8741 北区 〒603-8122 北・小山花ノ木町18-1 耳・児耳・アレ
むねやす整形外科クリニック 宗安　克仁 366-6074 北区 〒603-8125 北･小山板倉町50 整・リウ・リハ

竹内医院 竹内　章 491-0114 北区 〒603-8126 北・小山上板倉町65 耳・気食・アレ

前田医院 前田   正明 231-6824 北区 〒603-8137 北・鞍馬口通寺町東入鞍馬口町308-3 ○ 内･児･循・放

いで医院 井出　邦秀 492-9333 北区 〒603-8142 北・小山北上総町４ 内・循

小林医院 小林　雅夫 585-7102 北区 〒603-8146 北・鞍馬口通寺町西入新御霊口町255 ○ 内・外

大友整形外科 大友　啓資 417-0787 北区 〒603-8152 北・鞍馬口通室町西入小山町２２０ ○ 整・リウ・リハ

ふくやまクリニック 福山  正紀 417-1522 北区 〒603-8156 北・小山中溝町３１　アーバン紫園1F ○ 内･循･リハ



なかつかさ内科･在宅クリニック 中務　博信 415-7699 北区 〒603-8162 北・小山東大野町48-1 ○ 内

北村医院 北村　浩一 495-0022 北区 〒603-8166 北・紫野上御所田町５２ ○ 循・内

竹中医院 竹中　信也 491-7984 北区 〒603-8166 北・紫野上御所田町２４ ○ 内・消・神内

陶山医院 陶山　芳一 492-3482 北区 〒603-8171 北・小山上初音町４８ ○ 内・消

西川クリニック 西川　享 492-0750 北区 〒603-8172 北・小山初音町４３ ○ 内・循・糖内

出口内科医院 出口　武司 495-6616 北区 〒603-8175 北・紫野下鳥田町２５－４ ○ 内・消

にしい内科医院 西居　忠彦 493-2200 北区 〒603-8179 北・紫竹上梅の木町60番地3 ○ 内･循

大澤医院 大澤　さおり 432-7030 北区 〒603-8201 北・紫竹桃ノ本町7番地1 ○ 内・消・糖内

すみたこどもクリニック 角田　裕明 494-3388 北区 〒603-8202 北・紫竹東桃ノ本町１０ＣＡＬＭ北山１Ｆ 児

みやた内科クリニック 宮田　香織 204-3034 北区 〒603-8205 北・紫竹西高縄町３４　田中ビル１F ○ 内・消

大仲内科医院 大仲　正志 495-8008 北区 〒603-8207 北・紫竹牛若町30-2 ○ 内

かぎもとクリニック 鍵本　伸二 494-3930 北区 〒603-8207 北・紫竹牛若町31-3 ○ 糖内・内・循

武部診療所 武部　力 414-1118 北区 〒603-8214 北・紫野雲林院町１２ 婦

大澤皮膚科医院 大澤　学 414-2323 北区 〒603-8221 北・紫野上築山町5 皮

大澤皮膚科医院 大澤　知子 414-2323 北区 〒603-8221 北・紫野上築山町5 皮

平田医院 平田　俊幸 366-8619 北区 〒603-8222 北・紫野下築山町55-1メゾン紫野1F 内・循・消

芦原医院 芦原　久美子 441-6658 北区 〒603-8225 北・紫野南舟岡町1 ○ 内・児

臼井医院 臼井　健雄 415-2221 北区 〒603-8225 北・紫野南舟岡町78-15 ○ 外・内・胃・肛・リハ

原整形外科医院 原　浩史 492-6006 北区 〒603-8231 北・紫野大徳寺町２３－２ ○ 整・リハ・リウ

紫野協立診療所 北村　勲 431-6171 北区 〒603-8233 北・紫野西野町60-5 ○ 内・外・リハ

髙松内科医院 髙松　一 417-2377 北区 〒603-8235 北・紫野下御輿町１３－１　プレイル北大路ビル１F 内・循・消

楽只診療所 依岡　省三 491-0232 北区 〒603-8236 北・紫野上御輿町23-1 ○ 内・消・循・児

藤田整形外科医院 藤田　邦浩 493-1600 北区 〒603-8241 北・紫野東泉堂町１０－６ ○ 整・リハ

つるみ医院 鶴海　博 491-0061 北区 〒603-8242 北・紫野上野町１３０－１　サンパレス紫野１F ○ 外・胃・肛

余診療所 余　みんてつ 491-8222 北区 〒603-8246 北・紫野西泉堂町3 ○ 内・外・消・放

井上医院 井上　直巳 492-0087 北区 〒603-8247 北・紫野泉堂町９６－３ ○ 内

平沼診療所 平沼　昌一 463-8544 北区 〒603-8315 北・衣笠荒見町１７ 内

ミヤ眼科医院 宮下　裕二 464-8886 北区 〒603-8325 北・北野上白梅町６１メゾン・ド・エリナ２F 眼

木原医院 木原　裕次 461-3700 北区 〒603-8326 北・北野下白梅町７３－３ ○ 泌・皮

林小児科循環器科 林　鐘声 465-0007 北区 〒603-8327 北･北野西白梅町6-1 児・循

梁山会診療所 田中　直樹 461-1555 北区 〒603-8331 北・大将軍西町１８０－２ 内･神内・精・リハ

足立医院 足立　裕一 463-1808 北区 〒603-8344 北･等持院南町19-3 ○ 内･消･漢方･整･リハ

坂本医院 坂本　眞一 462-4640 北区 〒603-8345 北・平野八丁柳町６６－９ 内･消

大関内科クリニック 大関　正仁 466-0011 北区 〒603-8364 北・平野桜木町27 ○ 内・腎内・循・リウ

濱島医院 濱島　高志 461-4006 北区 〒603-8375 北・衣笠天神森町１６ 外・内

なかい皮ふ科 中井　章淳 464-4112 北区 〒603-8375 北・衣笠天神森町35番地 皮・アレ

内田整形外科 内田　寛治 461-3330 北区 〒603-8376 北・衣笠北天神森町２４－３ ○ 整

むらにしクリニック 村西　学 467-5005 北区 〒603-8378 北・衣笠御所ノ内町31　アクエルド金閣寺1F ○ 神内・リハ・内

整形外科鈴木医院 鈴木　雅清 495-8185 北区 〒603-8405 北・大宮西小野堀町5 ○ 整・リウ・リハ
ヒキタ内科クリニック（ヤスムラ医院） 疋田　宇 491-0050 北区 〒603-8406 北・大宮東小野堀町４７ ○ 内・消

梅原医院 梅原　誠 491-0103 北区 〒603-8412 北・紫竹下竹殿町38-5 外・胃・肛・放

藤岡医院 藤岡　達雄 492-6620 北区 〒603-8413 北・紫竹東大門町５０ ○ 内・児・循

あらき医院 荒木　浩 493-7050 北区 〒603-8424 北・紫竹下芝本町２９ ○ 外・消

小島整形外科医院 小島　修 491-6736 北区 〒603-8424 北・紫竹下芝本町６－１ ○ 整・放・リハ

竹田医院 竹田　一郎 491-4588 北区 〒603-8425 北・紫竹下緑町８５ 外・肛・皮・胃・整

浜田医院 濵田　俊彦 491-1930 北区 〒603-8434 北・紫竹東栗栖町37 ○ 内・放

鷹峯雑賀診療所 雑賀　シン子 491-0640 北区 〒603-8445 北・鷹峯藤林町6-9 内・児

禹小児クリニック 禹　満 462-3111 北区 〒603-8452 北・衣笠開キ町１９０－１ 児

浅野耳鼻咽喉科クリニック 浅野　純志 492-2553 北区 〒603-8462 北・大宮玄琢北町8 耳・児耳・アレ

浅野整形外科・皮膚科医院 浅野　武志 494-3553 北区 〒603-8462 北・大宮玄琢北町8-30 整・皮・リウ・リハ

浅野整形外科・皮膚科医院 浅野　歩 494-3553 北区 〒603-8462 北・大宮玄琢北町8-30 整・皮・リウ・リハ

吉森内科医院 吉森  邦彰 493-1625 北区 〒603-8476 北・大宮南箱ノ井町２１－４ ○ 内

藤本医院 藤本　政彦 463-0410 北区 〒603-8487 北・大北山原谷乾町２０７－３ ○ 内･神内

かきふじ診療所 藤田　真弘 494-2255 北区 〒603-8821 北区西賀茂柿ノ木町１０３－１ ○ 内・消・小

田中医院 田中  嘉人 492-4072 北区 〒603-8823 北・西賀茂榿ノ木町３ ○ 内・呼

白波瀬医院 白波瀬　功 494-3118 北区 〒603-8827 北・西賀茂水垣町30番地3 ○ 胃・肛・外

渡辺医院 渡辺　都美 493-4300 北区 〒603-8832 北・大宮南田尻町５６ ○ 内・循・泌

渡辺医院 渡辺　康介 493-4300 北区 〒603-8832 北・大宮南田尻町５６ 内・循・泌

渡辺西賀茂診療所 渡辺　康介 493-2124 北区 〒603-8832 北・大宮南田尻町５９　医療福祉総合施設にしがも1階 ○ 泌・神内・リハ・皮

早川医院 早川　征生 256-1752 中京区 〒604-0002 中・鏡屋町２８ ○ 外

早川医院 早川　久仁子 256-1752 中京区 〒604-0002 中・鏡屋町２８ ○ 皮

内藤医院 内藤　恒克 241-2727 中京区 〒604-0003 中・衣棚通竹屋町下ル ○ 内・循・耳

小出内科医院 小出　正治 231-5697 中京区 〒604-0021 中・蛸薬師町２８２ ○ 内・麻
加藤乳腺クリニック堀川御池 佐久山　陽 254-7878 中京区 〒604-0054 中・堀川御池上ル押堀町38 乳腺外科・外・形

田中医院 田中　泰三 241-2536 中京区 〒604-0061 中・小川通二条上る槌屋町６１７ 内･外・皮・放・麻

白川医院 白川　喜一 634-7600 中京区 〒604-0075 中・竹屋町通油小路西入西竹屋町５１５ ○ 内

松永医院 松永　和夫 256-0056 中京区 〒604-0082 中・西洞院通竹屋町下ル ○ 内・循

北尾クリニック 北尾　善孝 256-8663 中京区 〒604-0087 中・横鍛冶町115　ヴェルメゾン御所西1F 内・アレ・形

小石医院 小石　まゆみ 231-3419 中京区 〒604-0094 中・釜座通竹屋町下る亀屋町３３５ ○ 内・放・産婦

小石医院 小石　元紹 231-3419 中京区 〒604-0094 中・釜座通竹屋町下る亀屋町３３５ ○ 内・放・産婦

にしはら耳鼻咽喉科 宮田　耕志 256-8741 中京区 〒604-0802 中・堺町通丸太町下る橘町８２－２T.K.H　ENTﾋﾞﾙ3F 耳・アレ

福島クリニック 福島　一登 257-5808 中京区 〒604-0814 中・東洞院二条上ﾙ壺屋町531　LUXESTAGE1.2F 耳・アレ

柿原ペインクリニック 柿原　健 204-5201 中京区 〒604-0814 中・東洞院通二条上ル壺屋町531　LUXESTAGE御所南3F 麻

たて内科クリニック 館　雅之 746-6261 中京区 〒604-0814 中・東洞院通二条上ル壺屋町524　コンフォール御所南1F ○ 内・心内・精

田村秀子婦人科医院 田村  秀子 213-0523 中京区 〒604-0825 中・御池通柳馬場西入御所八幡町229 婦

林ハートクリニック 林　宏憲 212-0889 中京区 〒604-0825 中・御所八幡町231シカタカトルズビルディング3階 心リハ・循・内

はやし神経内科 林　理之 254-8841 中京区 〒604-0825 中・御所八幡町231　シカタカトルズビルディング4階 ○ 神内・内

にしじま眼科 西嶋　一晃 231-6003 中京区 〒604-0837 中・瓦之町391京都メディカルガーデンシンフォニア御池5F 眼

鳥居内科 鳥居　幸生 231-3055 中京区 〒604-0837 中・瓦之町391京都メディカルガーデンシンフォニア御池4F 内・循・糖内

ワタナベ皮膚科 渡邉　真理 231-9901 中京区 〒604-0837 中・瓦之町391　シンフォニア御池4F 皮・美皮

なかい耳鼻咽喉科 中井　茂 241-3387 中京区 〒604-0837 中・瓦之町391京都メディカルガーデンシンフォニア御池4F 耳・児耳・アレ



いちおか泌尿器科クリニック 市岡　健太郎 231-7227 中京区 〒604-0837 中・瓦之町391　シンフォニア御池1F ○ 泌

烏丸御池　中井クリニック 中井　義勝 241-4602 中京区 〒604-0845 中・烏丸御池上ル二条殿町546　都ﾋﾞﾙ502号室 内・心内・消・循・神・精
烏丸御池整形外科クリニック 森　大祐 201-0161 中京区 〒604-0846 中・両替町通押小路上ル金吹町461　烏丸御池メディカルモール4F 整・リハ

浅山眼科医院 浅山　邦夫 231-2738 中京区 〒604-0847 中・烏丸二条下ル秋野々町527 ○ 眼
からすま丸太町皮フ科クリニック 佐々木　浩子 221-8235 中京区 〒604-0861 中・烏丸通丸太町下る大倉町201パレスサイドビル２階 皮・アレ

今井内科胃腸科医院 今井  昭人 231-2698 中京区 〒604-0866 中・西方寺町１６１ ○ 内・胃

おかやま在宅クリニック 岡山　容子 252-5115 中京区 〒604-0862 中・烏丸通夷川上ル少将井町245-1　藤和シティスクエア烏丸丸太町201号 ○ 内・麻

これえだ皮フ科医院 是枝　哲 746-6698 中京区 〒604-0874 中・竹屋町通烏丸東入る清水町389 ○ 皮・アレ・形

高木内科医院 高木　秀一 231-4985 中京区 〒604-0881 中･高倉通丸太町下ル坂本町689 糖内・循・内

御所南はらしまクリニック 原島　伸一 606-5472 中京区 〒604-0884 中・竹屋町通東洞院東入塀之内町630 児・内・糖内

御所南はらしまクリニック 原島　知恵 606-5472 中京区 〒604-0884 中・竹屋町通東洞院東入塀之内町630 児・内・糖内

御所南はなこクリニック 山内　華子 231-8875 中京区 〒604-0885 中・間之町通竹屋町上る大津町645 ○ 皮・児皮・美皮・アレ

ナガイ医院 永井　垂穂 222-2882 中京区 〒604-0903 中・河原町通夷川上ル指物町334－2 ○ 内・皮

西尾医院 吉田  洋美 222-1024 中京区 〒604-0906 中・新烏丸通丸太町下ル東椹木町123 精・心内

吉田医院 吉田  純 231-0678 中京区 〒604-0906 中・新烏丸通御霊図子下ﾙ東椹木町113 ○ 内

坂部医院 坂部　一夫 231-1624 中京区 〒604-0933 中・御幸町通二条下ル山本町435 内・消・麻

水野医院 水野　直樹 221-5227 中京区 〒604-0944 中・押小路通麩屋町西入る橘町６２９ ○ 内・消

清水整形外科 清水　浩幸 200-6700 中京区 〒604-0962 中・御幸町夷川下ル達磨町613 ○ 整・リウ・リハ

清子クリニック 小石　清子 231-8816 中京区 〒604-0965 中・柳馬場通二条上ル六丁目２６８ 産婦・内・心内
御所南リハビリテーションクリニック 児玉　万実 254-7511 中京区 〒604-0971 中・富小路通丸太町下る桝屋町327 リハ

高岡医院 高岡　隆 256-3625 中京区 〒604-0973 中・柳馬場通夷川上ル５丁目２３０－２ ○ 皮・外

中野眼科朝日会館診療所 清水　恵美子 221-3000 中京区 〒604-8005 中・河原町通三条上る恵比須町４２７　京都朝日会館７階 眼

中野眼科朝日会館診療所 藤田　裕美 221-3000 中京区 〒604-8005 中・河原町通三条上る恵比須町４２７　京都朝日会館７階 眼

御池眼科池田クリニック 池田　陽子 255-1278 中京区 〒604-8006 中・下丸屋町河原町通二条下ル二丁目下丸屋町397　Y・J・Kﾋﾞﾙ４F 眼
みずもとメンタルクリニック 水元　洋貴 585-5710 中京区 〒604-8026 中・米屋町380-1　ツジクラビル3F 心内・精

京極クリニック 金内　日出男 221-6500 中京区 〒604-8035 中・新京極通三条下ル桜之町414-1 皮・内・アレ・漢方内科・美皮

玉垣内科医院 玉垣　俊幸 253-5560 中京区 〒604-8053 中・麩屋町通四条上ル桝屋町５１１ ○ 内・消・循

御幸町診療所 岩瀨　鐵磨 221-8001 中京区 〒604-8076 中・御幸町三条下ル海老屋320 ○ 内・外

さんじょう恭子診療所 鵜飼　恭子 604-8082 中京区 〒604-8082 中・三条通御幸町西入弁弁慶石町48　三条ありもとビル5F ○ 皮・アレ・漢方内科

林内科診療所 林　治材 221-0885 中京区 〒604-8086 中・区御幸町通三条上る丸屋町３２６ ○ 内・消

しばた医院 柴田　安宅 241-3611 中京区 〒604-8106 中・御池堺町西入ル丸木材木町６７１エクレーヌ御池１Ｆ ○ 内

中央診療所 長井　苑子 211-4504 中京区 〒604-8111 中・三条通高倉東入桝屋町５８・５６番地 ○ 呼

いとう女性クリニック 伊藤　將史 212-5662 中京区 〒604-8111 中・柳馬場通三条通高倉東入桝屋町53-1　Duce mixビルヂング3F 産婦

たはた診療所 田畑　隆文 213-0567 中京区 〒604-8117 中・六角通堺町西入堀之上町119　岡松ビル3F ○ 外・循

西村医院 西村　利朗 221-2727 中京区 〒604-8126 中・高倉通錦小路上ル貝屋町５５９ 内

しんや医院 新屋　久幸 252-3888 中京区 〒604-8132 中・高倉通三条下る丸屋町１６６－６ ○ 内

しんや医院 新屋　明美 252-3888 中京区 〒604-8132 中・高倉通三条下る丸屋町１６６－６ ○ 皮

多田消化器クリニック 多田　正大 257-3130 中京区 〒604-8136 中・三条烏丸東入ル梅忠町２４堀江ビル３Ｆ 消

大澤クリニック 大澤　直 211-3651 中京区 〒604-8142 中・錦小路通東洞院東入西魚屋町617 胃・内・皮膚泌尿器科・肛・外

大野婦人科医院 大野　洋介 253-2465 中京区 〒604-8143 中・東洞院通四条上ル阪東屋町６６７プラスパー河野ビル３Ｆ 婦

辻医院 辻　輝之 252-6739 中京区 〒604-8143 中・東洞院通四条上ル阪東屋町657-4 ○ 内・神内

青木クリニック 青木　美博 257-4711 中京区 〒604-8147 中・六角通東洞院東入ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F 内・消

吉政医院 吉政　孝明 257-7048 中京区 〒604-8151 中・蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町235 内

岩野医院 岩野　正宏 254-3775 中京区 〒604-8152 中・手洗水町652　烏丸親友会ビル3F 内・消

四条烏丸耳鼻咽喉科 櫻井　弘徳 252-3387 中京区 〒604-8152 中・烏丸通蛸薬師下ル手洗水町652烏丸ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸｺｰﾄ5F 耳

梶田泌尿器科クリニック 梶田　洋一郎 241-1409 中京区 〒604-8152 中・手洗水町652烏丸ハイメディックコート5F ○ 泌

高林有道クリニック 高林　有道 256-8460 中京区 〒604-8172 中・烏丸通姉小路下ル場之町599　CUBE　OIKE5F 消

林ジョイアクリニック 林　寛子 229-6388 中京区 〒604-8172 中・烏丸通姉小路下ル場之町599　CUBE　OIKE3F 形･美容外科･皮

むらやまクリニック 村山　康利 708-7638 中京区 〒604-8176 中・御池通室町東入龍池町448-2　　伊と幸ビル3F 消・外

辻医院 辻　賢二 221-6957 中京区 〒604-8242 中・西洞院三条下ル ○ 内

友愛診療所 中村　悟史 813-3135 中京区 〒604-8264 中・姉西堀川町511ハロー友愛ビル3F ○ 内・消・児・皮

中村皮ふ科医院 中村　えり子 257-5037  中京区 〒604-8267 中・御池通堀川東入鍛冶町１９０　メイゾン御池１０６ ○ 皮

田中医院 田中　善啓 822-3233 中京区 〒604-8336 中・三条大宮町243 ○ 内・児

岡田内科医院 岡田　楯彦 841-2211 中京区 〒604-8362 中・岩上通四条上ル松浦町870 ○ 内

にう診療所 丹生　智史 811-3666 中京区 〒604-8381 中・西ノ京職司町72 ○ 循・外

柴垣外科医院 柴垣　一夫 841-2616 中京区 〒604-8381 中・西ノ京職司町６７－３ ○ 外・胃・肛・整・皮膚泌尿器科・麻

ささき小児科 佐々木　博 803-1221 中京区 〒604-8381 中・西ノ京職司町２－３ 児

嶋元眼科診療所 嶋元　孝純 803-1515 中京区 〒604-8381 中・西ノ京職司町4-1 眼

うえだ医院 上田　茂信 803-3301 中京区 〒604-8404 中・聚楽廻東町１５ ○ 内・胃・リハ

中野眼科医院 杉山　哲也 801-4151 中京区 〒604-8404 中・聚楽廻東町2 眼

中野眼科医院 宮本　和明 801-4151 中京区 〒604-8404 中・聚楽廻東町2 眼

中野眼科医院 中村　元 801-4151 中京区 〒604-8404 中・聚楽廻東町2 眼

中野眼科医院 山田　亮三 801-4151 中京区 〒604-8404 中・聚楽廻東町2 眼

中野眼科医院 長嶋　珠江 801-4151 中京区 〒604-8404 中・聚楽廻東町2 眼

聚楽うしじまクリニック 牛嶋　千久 384-0408 中京区 〒604-8411 中・聚楽廻南町41-2 ○ 耳・アレ
しみず脳神経外科クリニック 清水　俊樹 406-0692 中京区 〒604-8412 中・西ノ京南聖町13番地1F ○ 脳外

森島医院 森島　正樹 811-4073 中京区 〒604-8414 中・西ノ京小倉町４ ○ 内・胃・児・皮

ひろしまクリニック 廣島　芳城 801-5585 中京区 〒604-8415 中・西ノ京栂尾町１－１二条駅NKビル４F ○ 整・リハ

かみうち内科クリニック 神内　謙至 823-8686 中京区 〒604-8416 中・西ノ京星池町222 内・循

やすはら整形外科 康原　正弘 821-7277 中京区 〒604-8417 中・西ノ京内畑町２５－１５ ○ 整

まつおこどもクリニック 松尾　敏 812-3725 中京区 〒604-8418 中・西ノ京東栂尾町3 児

野見山医院 野見山  世司 812-0290 中京区 〒604-8421 中・西ノ京永本町２ ○ 消・外

おがわ内科呼吸器内科医院 小川　栄治 432-8448 中京区 〒604-8425 中・西ノ京銅駝町７５－１ 内・呼

ゆうクリニック 兪　正根 822-1666 中京区 〒604-8433 中・壬生淵田町１２ ○ 内・消・リハ

草場消化器クリニック 草場　元樹 822-0013 中京区 〒604-8436 中・西ノ京下合町11島津メディカルプラザ4F 消・内

北辰堂佐藤医院 佐藤　達之 463-5001 中京区 〒604-8451 中・西ノ京御輿岡町２１ ○ 内
杉本クリニック泌尿器科・皮膚科 杉本　浩造 813-3733 中京区 〒604-8454 中・西ノ京小堀池町１３－１ ○ 泌・皮

渡辺医院 渡辺　吉弘 463-3919 中京区 〒604-8457 中・西ノ京馬代町12-17 耳

尾崎医院 尾崎　信之 463-5061 中京区 〒604-8461 中・西ノ京中保町６９ ○ 内・児・放・循

かないつか医院 金井塚  敏弘 463-8888 中京区 〒604-8461 中・西ノ京中保町１８ ○ 内・児

田中整形外科・外科医院 田中　俊成 463-0025 中京区 〒604-8462 中・西ノ京北円町３９ 整・外・リハ



正木医院 正木　淳 841-7020 中京区 〒604-8463 中・西ノ京円町４１－５ 外・整・消・皮

横田診療所 横田　義輝 462-7720 中京区 〒604-8463 中・西ノ京円町１７ ○ 外・整・胃

ゆん診療所 尹  彦詔 466-5308 中京区 〒604-8463 中・西ノ京円町１１－５ ○ 内・消

みずしま小児クリニック 水嶋　康浩 406-0931 中京区 〒604-8466 中･西ノ京南大炊御門町8 　阪急OASIS円町店2F 児
京都予防医学センター附属診療所 八城　博子 811-9131 中京区 〒604-8491 中・西ノ京左馬寮町２８ 消

生田医院 生田　篤也 841-7016 中京区 〒604-8495 中・西ノ京西鹿垣町６－２２ ○ 内・消・児

髙木循環器科診療所 髙木　力 812-0165 中京区 〒604-8811 中・壬生賀陽御所町３－３ 循

田中州鶴医院 田中　州鶴 311-3088 中京区 〒604-8823 中・壬生松原町５４－４６ ○ 内・放

にしかわ内科医院 仁志川 直裕 841-0028 中京区 〒604-8824 中・壬生高樋町４５－５ ○ 内・消・児

むらた医院 村田　真二 325-2301 中京区 〒604-8832 中・壬生下溝町６０－１２ ○ 内・神内・心内

谷口医院 谷口　浩也 314-8910 中京区 〒604-8844 中・壬生桧町１４－１ ○ 内・循

島津医院 島津　恒敏 311-1902 中京区 〒604-8845 中・壬生東高田町31 ○ 児・内・呼・アレ

ふち内科クリニック 淵　敏一 803-6060 中京区 〒604-8851 中・壬生上大竹町１４ ○ 内・循

安威医院 安威　正樹 811-0907 中京区 〒604-8862 中・壬生森町６３－９ ○ 内・皮・胃・アレ

みぶ村上クリニック 村上　恭子 813-5550 中京区 〒604-8862 中・壬生森町２９－３ ○ 内・消・アレ・リウ

みぶ村上クリニック 村上　雅朗 813-5550 中京区 〒604-8862 中・壬生森町２９－３ ○ 内・消・アレ・リウ

垣内医院 垣内　孟 741-3523 左京区 〒601-1123 左・静市市原町467-2 ○ 内・循

北村クリニック 北村　和也 706-5507 左京区 〒601-1123 左・静市市原町７４４－７ ○ 内・消・外・肛・リハ

西川医院 西川　昌之 705-3450 左京区 〒606-0004 左・岩倉北池田町６７－４ ○ 内・アレ
耳鼻咽喉科いしかわクリニック 石川　征司 723-4133 左京区 〒606-0008 左・岩倉三笠町263 ○ 耳・アレ
あしだナチュラルクリニック 芦田　亜美 707-1040 左京区 〒606-0008 左・岩倉三笠町239 内
皮膚科・美容皮膚科のぶはらさとみクリニック 信原　聡美 703-6234 左京区 〒606-0014 左・岩倉南河原町68　コンチネンタルヒロ1F 皮・美皮

ヨネダ岩倉診療所 米田　武史 781-5477 左京区 〒606-0021 左・岩倉忠在地町２２４ ○ 内・循

鶴岡耳鼻咽喉科医院 鶴岡　隆 711-1233 左京区 〒606-0021 左・岩倉忠在地町267　グランドールさかた ○ 耳・気食・アレ

とよだ医院 豊田　健太郎 706-7711 左京区 〒606-0025 左・岩倉中町225-5　ﾄﾞﾑｽ岩倉1F 内・糖内

ひがき内科医院 檜垣　寛 744-1415 左京区 〒606-0026 左・岩倉長谷町1225 ○ 内

人見整形外科 人見　智 707-2511 左京区 〒606-0027 左・岩倉中在地町２８３－１ ○ 整・形・リハ・リウ

中林こどもクリニック 中林　佳信 741-7712 左京区 〒606-0029 左・岩倉北平岡町24 児

まつもと内科クリニック 松本　早苗 708-5151 左京区 〒606-0033 左・岩倉南四ノ坪町61 内・循・児

横山医院 横山　幸男 722-7160 左京区 〒606-0042 左・上高野鷺町１１ ○ 内・外・皮

松下医院 松下　匡孝 791-5552 左京区 〒606-0043 左・上高野古川町12 ○ 内・消

耳鼻咽喉科内藤クリニック 内藤　恵理 702-3341 左京区 〒606-0045 左･上高野深田町4番地 耳

翠川医院 松本　玲子 701-8040 左京区 〒606-0046 左・上高野諸木町50番地3 ○ 内・神内･児

中上クリニック 中上　美樹夫 711-0052 左京区 〒606-0092 左・上高野下荒蒔町６－１ガルソニエラ宝ヶ池１Ｆ ○ 胃・外・内

増田医院 増田　和人 781-1171 左京区 〒606-0814 左・下鴨芝本町25 肛・リハ・整・外

山添医院 山添　善博 701-6581 左京区 〒606-0816 左・下鴨松ノ木町80-3 外・整・皮・肛・泌

市田医院 市田　哲郎 701-6121 左京区 〒606-0816 左・下鴨松ノ木町１９ ○ 内・循

塩見医院 塩見　聡史 701-0158 左京区 〒606-0816 左・下鴨松ノ木町７１ ○ 内・胃・消

中山眼科クリニック 中山　嘉仁 702-8262 左京区 〒606-0816 左・下鴨松ノ木町35-1 眼

大原在宅診療所 鈴山　博司 705-0787 左京区 〒606-0817 左・下鴨西林町６上文堂ビル ○ 内・外・神内

ウラデ整形外科医院 浦出　英則 701-8500 左京区 〒606-0824 左・下鴨東半木町６７ 整

坂口循環器科内科医院 坂口　佳司 722-2336 左京区 〒606-0831 左・下鴨北園町１０８－４ ○ 循・内

児嶋耳鼻咽喉科 児嶋　久剛 724-1187 左京区 〒606-0833 左・下鴨前荻町５－９　北山ＩＮＩＮＧ２３ビル２Ｆ 耳・気食・アレ

児嶋耳鼻咽喉科 児嶋　圭介 724-1187 左京区 〒606-0833 左・下鴨前荻町５－９　北山ＩＮＩＮＧ２３ビル２Ｆ ○ 耳・気食・アレ

ほそたにクリニック 細谷　泰久 781-1369 左京区 〒606-0834 左・下鴨狗子田町7 ○ 内・消・老年内科・児

しもがも西尾クリニック 西尾　佳子 703-1114 左京区 〒606-0836 左・下鴨梁田町19-4 内・神内・漢方内科・リハ

川勝小児科内科医院 川勝　秀一 741-6120 左京区 〒606-0844 左･下鴨北茶ノ木町27-1 児･内

髙田クリニック 髙田　仁 702-0220 左京区 〒606-0846 左・下鴨北野々神町34ミネ北山1F 腎内・泌

大久保クリニック 大久保　秀夫 707-6688 左京区 〒606-0847 左・下鴨南野々神町１－７　ドルス北山１Ｆ 児・アレ

くみこクリニック 向田　公美子 712-8615 左京区 〒606-0847 左・下鴨南野々神町2-9 アレ

もりの内科医院 森野　元次 702-7717 左京区 〒606-0851 左・下鴨梅ノ木町25 ○ 内・循・呼

三浦診療所 三浦　賢佑 781-2528 左京区 〒606-0862 左・下鴨本町１２－４ ○ 内・消
くぼた内科・呼吸器内科クリニック 久保田　豊 746-2050 左京区 〒606-0862 左・下鴨本町14　ヤマモトビル1F ○ 内・呼

安達消化器科・内科医院 安達　秀樹 712-5558 左京区 〒606-0863 左・下鴨東本町26-3デミ洛北ビル2F ○ 消・内

藤原内科 藤原　正隆 781-0976 左京区 〒606-0864 左・下鴨高木町３９－５ ○ 内・循・リハ
あおき消化器内科クリニック 青木　信裕 744-6005 左京区 〒606-8081 左・修学院大林町6-14 ○ 消・内

八田内科医院 八田　告 701-4805 左京区 〒606-8084 左・修学院薬師堂町4 内・循・消・児・放・腎臓高血圧内科

小宮耳鼻咽喉科医院 小宮　精一 721-8670 左京区 〒606-8103 左・高野西開町55-2藤田ビル2階 耳・アレ

山川内科医院 山川　英之 712-7123 左京区 〒606-8103 左・高野西開町４１　デ・リード北大路１階 ○ 内・循

菅内科医院 菅　啓祐 791-7829 左京区 〒606-8104 左・高野竹屋町１６－１ ○ 内・循・消・アレ・児

つとう医院 伝　俊秋 723-1075 左京区 〒606-8107 左・高野東開町1-24 ○ 内・胃・外・リハ

十倉医院 十倉　孝臣 781-5650 左京区 〒606-8115 左・一乗寺里ノ西町９－２ ○ 内・児・循

いじち医院 伊地智　俊晴 706-1570 左京区 〒606-8116 左・一乗寺宮ノ東町37 ○ 内・神内

林医院 林　仁薫 701-3543 左京区 〒606-8116 左・一乗寺西杉ノ宮町５７ ○ 外・胃・肛・皮・整・麻

立石クリニック 立石　健人 722-1131 左京区 〒606-8117 左・一乗寺里ノ前町６９ ○ 内・外・循・消・皮

立石クリニック 立石　弘 722-1131 左京区 〒606-8117 左・一乗寺里ノ前町６９ ○ 内・外

おくだ在宅クリニック 奥田　成希 204-9141 左京区 〒606-8121 左・一乗寺青城町１１５ ○ 内・緩和ケア内科

わたなべクリニック 渡辺　雅彦 706-7888 左京区 〒606-8126 左・一乗寺向畑町４５ ○ 内・循・呼

加藤胃腸内科医院 加藤　久人 711-3588 左京区 〒606-8127 左・一乗寺西浦畑町３ 胃・内

加藤胃腸内科医院 加藤　郁二 711-3588 左京区 〒606-8127 左・一乗寺西浦畑町３ 胃・内

嶋田外科医院 渡邊　充子 781-4408 左京区 〒606-8142 左・一乗寺燈籠本町27 ○ 内・外・皮

のざき整形外科医院 野﨑　貴子 702-3200 左京区 〒606-8152 左・一乗寺下リ松町１３ ○ 整・リハ

貫戸産婦人科医院 貫戸　幸彦 781-5216 左京区 〒606-8173 左・一乗寺梅ノ木町１２ ○ 産婦

ひらたけこどもクリニック 平竹　晋也 706-5177 左京区 〒606-8181 左・一乗寺地蔵本町21-1　森マンションＶ１Ｆ 児・児童精神科

高橋医院 高橋　俊三 702-3588 左京区 〒606-8182 左・一乗寺赤ノ宮町２２－６ ○ 外・内

上原医院 上原　春男 701-0148 左京区 〒606-8202 左・田中大堰町８７ ○ 内・児

中島医院 中島　悦郎 723-1833 左京区 〒606-8203 左・田中関田町１－４ 内・消

橋本医院 橋本　英世 771-2613 左京区 〒606-8203 左・田中関田町2-15 内・循

臼井医院 臼井　崇 201-4819 左京区 〒606-8213 左・田中野神町1 ○ 内・リウ・アレ

嶋村医院 嶋村　俊一 781-3294 左京区 〒606-8221 左・田中西樋ノ口町78 ○ 内・リウ・整・性感染症内科・リハ・皮　

たなかクリニック 田中　恭子 204-3114 左京区 〒606-8227 左・田中里ノ前町30 眼・脳外・リハ



東道医院 東道　伸二郎 712-3313 左京区 〒606-8232 左・田中古川町１－３ ○ 児・内・アレ

鈴鹿内科医院 鈴鹿　隆之 723-7111 左京区 〒606-8237 左・田中上大久保町２－３ 内・消・循

かわみ皮膚科 川見　伸子 706-7910 左京区 〒606-8237 左・田中上大久保町１３－２　ネオコーポ洛北１０１ ○ 皮

峯松医院 峯松　壮平 723-0818 左京区 〒606-8243 左・区田中東高原町４８－２ ○ 外・胃・肛・整

田中淳夫内科診療所 田中　淳夫 723-2871 左京区 〒606-8253 左・北白川瀬ノ内町５－２ ○ 内・神内・アレ・リウ

澤村整形外科医院 澤村　弘治 781-6917 左京区 〒606-8272 左・北白川山田町5 整

磯辺内科医院 磯辺　貴代子 712-5561 左京区 〒606-8276 左・北白川別当町３－２北白川ポールズビル２Ｆ ○ 内
もりした循環器科クリニック 森下　浩 702-0022 左京区 〒606-8277 左・北白川堂ノ前町36 内・循

池田医院 池田　正隆 751-0616 左京区 〒606-8302 左・吉田牛ノ宮町10-5 ○ 整・外・リハ
耳鼻咽喉科アレルギー科柴田クリニック 柴田　修宏 751-6600 左京区 〒606-8306 左・吉田中阿達町３８－８ ○ 耳・アレ

志熊医院 志熊　粛 762-0081 左京区 〒606-8306 左・吉田中阿達町28-3 ○ 内・循・外

堀居医院 堀居　雄二 771-0154 左京区 〒606-8314 左・吉田下大路町４５－２ ○ 内

まつもとクリニック 松本　哲宜 752-1412 左京区 〒606-8325 左・聖護院東町16-1 内・アレ

原山内科クリニック 原山　拓也 771-5260 左京区 〒606-8331 左・黒谷町30 クレール岡崎1階 ○ 内・糖内

出木谷医院 出木谷  寛 761-3841 左京区 〒606-8336 左・岡崎北御所町１１ ○ 内

いわさきクリニック 岩﨑　稔 771-3426 左京区 〒606-8336 左・岡崎北御所町12-5 ○ 内・児・児外・外
上田リハビリテーション診療所 狐野　一葉 751-1141 左京区 〒606-8351 左・岡崎徳成町20-6 内・神内・リハ

きど皮ふ科 木戸　祐也 746-3102 左京区 〒606-8353 左・正往寺町462-2　インペリアル岡崎106 ○ 皮・アレ・児皮

山本医院 山本　博 751-7750 左京区 〒606-8357 左・聖護院蓮華蔵町３１－８３　第二近建ビル２階 ○ 内・消

井上医院 井上　大介 771-2631 左京区 〒606-8357 左・聖護院蓮華蔵町４ 循・内

サトウ血管外科クリニック 佐藤　達朗 762-1082 左京区 〒606-8387 左・川端通三条上ル法林寺門前町37 循・心外

恒村医院 恒村　康史 771-1513 左京区 〒606-8392 左・聖護院山王町43-6 ○ 内・児

桑原クリニック 桑原　治雄 771-3316 左京区 〒606-8392 左・聖護院山王町２８ 心内・神・精

くまのクリニック 松田　捷彦 761-8522 左京区 〒606-8397 左・聖護院川原町33-3　神野ビル ○ 内・外・循・呼・リハ
やすの内科・糖尿病クリニック 保野　明子 741-8304 左京区 〒606-8397 左・聖護院川原町29　聖護院メディカルビル2F 内・糖内・骨粗鬆症

テイ医院 鄭　哲臣 752-0556 左京区 〒606-8404 左・浄土寺下南田町３－５ ○ 外・内・胃・リハ

テイ医院 鄭　正勝 752-0556 左京区 〒606-8404 左・浄土寺下南田町３－５ ○ 外・内・胃・リハ

岡野医院 岡野　均 751-6351 左京区 〒606-8411 左・浄土寺東田町３ ○ 内・胃・リハ

おおせこ内科 大迫　文麿 752-2274 左京区 〒606-8416 左・浄土寺上馬場町１６ ○ 内・児

渡邉医院 渡邉　和朗 752-2206 左京区 〒606-8417 左・浄土寺西田町58-3　ハイツロワール2階 内・呼・循・児・外

岡村医院 岡村　芳郎 751-1981 左京区 〒606-8447 左・鹿ケ谷上宮ノ前町１９－１ ○ 内・婦

聖光園細野診療所 細野　義郎 761-2156 左京区 〒606-8447 左・鹿ケ谷上宮ノ前町54 漢方

山本クリニック 山本　逸雄 852-6070 右京区 〒601-0543 右・京北周山町室谷１－２ ○ 内・放・リハ

景山医院 景山  精二 323-6680 右京区 〒615-0003 右・西院西今田町９－５ ○ 内

市田医院 市田　竜也 313-2055 右京区 〒615-0012 右・西大路四条東入ル南側 内・児・皮
西院駅前とりやまクリニック 鳥山　清二郎 963-5200 右京区 〒615-0012 右・西院高山寺町1-1　メディカル西院3F ○ 内・泌･腎内

とくひろこどもクリニック 徳弘　由美子 874-5790 右京区 〒615-0012 右・西院高山寺町1-1　西院メディカルビル2F 児

勝馬内科医院 勝馬　芳徳 326-2741 右京区 〒615-0022 右・西院平町２５東芝京都ビル１F 内・消

岩田整形外科医院 岩田　啓史 311-0108 右京区 〒615-0023 右・西院西平町14-1 整

中原ひろし小児科 中原　宏 326-1108 右京区 〒615-0035 右・西院追分町25-1イオンモール京都ハナ3Fメディカルプラザ京都 児・アレ

やまだ眼科 山田　英明 312-0660 右京区 〒615-0035 右・西院追分町25-1　イオンモール京都五条3F 眼

國枝医院 國枝　恒治 314-7531 右京区 〒615-0057 右・西院東貝川町１４ ○ 内・胃・神内・児

松本医院 松本　学 322-6301 右京区 〒615-0057 右・西院東貝川町７６アーバンハイツ高辻１Ｆ ○ 外・胃

丸山医院 丸山　圭史 326-0234 右京区 〒615-0065 右・西院日照１０ 内・循

伊東泌尿器科 伊東　晴喜 321-1141 右京区 〒615-0082 右・山ノ内赤山町１０－１ 泌

伊東泌尿器科 伊東　三喜雄 321-1141 右京区 〒615-0082 右・山ノ内赤山町１０－１ 泌

清水医院 清水　光一郎 802-4174 右京区 〒615-0093 右・山ノ内宮前町１ ○ 内・整

菱本整形外科医院 菱本　修 812-2236 右京区 〒615-0094 右・山ノ内北ノ口町１９－４ ○ 整・リハ・外
もろおかアレルギー科・小児科クリニック 諸岡　憲 821-2000 右京区 〒615-0096 右・山ノ内五反田町9-1　御池かどのビル1F 児・アレ

やすい山ノ内クリニック 安威　俊秀 406-7189 右京区 〒615-0096 右・山ノ内五反田町9-1　御池かどのビル2F ○ 内・循

林医院 林　国雄 312-7851 右京区 〒615-0803 右・西京極南庄境町３２ ○ 内・整・外･胃・リハ・麻

竹内小児科医院 竹内　宏一 312-5431 右京区 〒615-0812 右・西京極大門町１６－２７ 児

西京極診療所 佐々木　享 314-2866 右京区 〒615-0813 右・西京極佃田町17 ○ 内・循・禁煙療法

中川診療所 中川　千明 313-0388 右京区 〒615-0816 右・西京極東町１４ ○

大井整形外科 大井　憲二 323-0160 右京区 〒615-0851 右・西京極西池田町３８ 整

西大丸診療所　 寺村　和久 311-5992 右京区 〒615-0862 右・西京極西大丸町２９ ○ 内・外・児

細田クリニック 細田　修司 322-0311 右京区 〒615-0883 右・西京極南大入町８８ 産婦

まさき医院 李　正樹 314-8611 右京区 〒615-0885 右・西京極午塚町６５－１ ○ 胃・外・内・整・リハ

四方医院 四方　秀人 873-1467 右京区 〒615-0903 右・梅津堤下町２８ 整・リウ

坂本医院 坂本　誠 863-5656 右京区 〒615-0904 右・梅津堤上町１７ ○ 内・糖内・神・児・リハ

岩田医院 岩田　征良 881-0613 右京区 〒615-0905 右・梅津石灘町25 内・児・循

岡本診療所 岡本　吉将 873-1212 右京区 〒615-0913 右・梅津南上田町34-1 内

耳鼻咽喉科平杉クリニック 平杉　嘉平太 882-5774 右京区 〒615-0913 右・梅津南上田町1 ○ 耳

松木皮膚科クリニック 松木　正人 882-0010 右京区 〒615-0932 右・梅津上田町51-1 ○ 皮・形
にしお循環器内科クリニック 西尾　亮介 881-1118 右京区 〒615-0933 右・梅津後藤町7-34 循・内

山本医院 山本　省三 872-5667 右京区 〒615-0934 右・梅津北浦町１９－１５ 内・児

衣笠医院 福州  修 462-8473 右京区 〒616-8011 右・龍安寺斎宮町５ ○ 外・内

土橋内科・胃腸科医院 土橋　康成 462-1175 右京区 〒616-8012 右・谷口垣ノ内町１２－７ ○ 内・胃

竜安寺クリニック 藤田　真也 461-3386 右京区 〒616-8016 右・龍安寺西ノ川町7-6 内・消・児
こうのレディースクリニック 河野　洋子 462-7707 右京区 〒616-8016 右・竜安寺西之川町3-33 婦

太田診療所 太田　正治 461-7568 右京区 〒616-8042 右・花園伊町６ ○ 内・消・呼

神部眼科医院 神部　純二 464-2615 右京区 〒616-8045 右・花園内畑町３０ 眼

花房医院 花房　信哉 462-0711 右京区 〒616-8057 右・花園木辻南町２８－２ ○ 内・消・循・呼・整・リハ

中安皮膚科診療所 中安　清 841-5990 右京区 〒616-8062 右・太秦安井春日町５ ○ 皮
おおにし耳鼻咽喉科クリニック 大西　弘剛 813-0024 右京区 〒616-8076 右・太秦安井辻ノ内町19-11 耳

山田医院 山田　惠三 463-9565 右京区 〒616-8093 右・御室竪町２３－４ ○ 内・胃・リハ・糖内

山田医院 山田　結佳 463-9565 右京区 〒616-8093 右・御室竪町２３－４ ○ 内・胃・リハ・糖内

竹腰医院 竹腰  宗大 461-6288 右京区 〒616-8095 右・御室芝橋町６－１９ ○ 内・呼・アレ・リウ・リハ・泌・心内

大塚診療所 大塚　薫 861-3262 右京区 〒616-8101 右・太秦和泉式部町４－１３ ○ 内・外・眼・皮・泌

辻田医院 辻田　純二 861-2711 右京区 〒616-8103 右・太秦上刑部町１５－１ ○ 内・児・放・胃・皮

たまい内科クリニック 玉井　仁 863-5585 右京区 〒616-8104 右・太秦下刑部町3-3コリドール天神川1F ○ 内・循・腎内



かねみつ内科クリニック 金光　宣旭 873-8686 右京区 〒616-8104 右・太秦下刑部町181 ○ 内・消・糖内・代謝内
太秦天神川駅前いまい皮フ科クリニック 今井　慎 366-6153 右京区 〒616-8104 右・太秦下刑部町170　太秦天神川駅前プレサンスロジェ1階 皮

寺内整形外科診療所 寺内  進 881-2020 右京区 〒616-8105 右・太秦森ケ前町１０－１ ○ 整・外・リハ・皮

井本医院 井本　雅美 861-2646 右京区 〒616-8123 右・太秦海正寺町４－８ 内・消・児
石田内科リウマチ科クリニック 石田　博 201-7244 右京区 〒616-8124 右・太秦辻ヶ本町１３ 内・リウ・アレ

田代医院 田代　博 861-0124 右京区 〒616-8125 右・太秦組石町３ ○ 内・循・児

古谷医院 古谷  昌則 872-2591 右京区 〒616-8144 右・太秦百合ケ本町8-201 ○ 内

細田内科医院 細田　友則　 864-6778 右京区 〒616-8157 右・太秦御所ノ内町7-10 内・消

井上こどもクリニック 井上　勝裕 863-3939 右京区 〒616-8167 右･太秦多薮町14-109 児・外

耳鼻咽喉科斉藤医院 斉藤　憲治 861-4426 右京区 〒616-8167 右・太秦多薮町１４-８３ 耳・アレ

柏木産婦人科 柏木　智博 882-3800 右京区 〒616-8174 右・太秦垂箕山町１３番地３ 産婦

柏木産婦人科 柏木　宣人 882-3800 右京区 〒616-8174 右・太秦垂箕山町１３番地３ 産婦

澤野医院堀池診療所 澤野　哲雄 882-5518 右京区 〒616-8186 右・太秦堀池町１５－９ ○ 内・呼・循・児・アレ

かねみつ医院 金光　敬祐 864-7473 右京区 〒616-8217 右・常盤東ノ町６－５ ○ 内・外・消・リハ

イトウ診療所 伊藤　芳宏 882-5156 右京区 〒616-8217 右・常盤東ノ町２２－３ ○ 内・アレ

イトウ診療所 伊藤　照明 882-5156 右京区 〒616-8217 右・常盤東ノ町２２－３ ○ 内・アレ

神谷耳鼻咽喉科医院 神谷　透 861-7080 右京区 〒616-8225 右・常盤馬塚町15-1　スギ薬局常盤2階　 耳・アレ

ときわ駅前なかむら眼科 中村　隆宏 873-5060 右京区 〒616-8225 右・常盤馬塚町15-1　 眼

井上医院 井上　亘 461-5237 右京区 〒616-8234 右・鳴滝嵯峨園町１０ ○ 泌・皮

田渕内科医院 田渕　弘明 463-2021 右京区 〒616-8234 右・鳴滝嵯峨園町8-5 内・循・呼

小島内科クリニック 小島　博 871-7047 右京区 〒616-8305 右・嵯峨広沢御所ノ内町37-5 ○ 内・糖内・消
小室整形外科医院リハビリリウマチクリニック 小室　元 871-0519 右京区 〒616-8313 右・嵯峨野開町21 ○ 整・リハ・皮・リウ
小室整形外科医院リハビリリウマチクリニック 小室　光 871-0519 右京区 〒616-8313 右・嵯峨野開町21 ○ 整・リハ・皮・リウ

石田医院 石田　勝紀 861-2316 右京区 〒616-8316 右・嵯峨野有栖川町４０－１６８ ○ 内・消・呼

石田医院 石田　智子 861-2316 右京区 〒616-8316 右・嵯峨野有栖川町４０－１６８ ○ 内・消・呼

たけさこクリニック 竹迫　俊行 872-0025 右京区 〒616-8337 右・嵯峨明星町１７－５ ○ 内・呼・循

宮下医院 宮下  善行 872-1862 右京区 〒616-8346 右・嵯峨天龍寺油掛町６－３ 内・循・糖内・代謝内・リハ

岡田医院 水野　融 861-0582 右京区 〒616-8347 右・嵯峨中又町２５ ○ 内･呼・循･神内

てらぞの医院 寺薗　富朗 882-8600 右京区 〒616-8361 右・嵯峨中通町１３ ○ 耳・気食

今村眼科クリニック 今村　貞洋 872-0222 右京区 〒616-8361 右・嵯峨中通町13-36 ○ 眼

中尾クリニック 中尾　榮佑 871-5450 右京区 〒616-8363 右・嵯峨柳田町１１－８ ○ 外・整・内・胃・肛・皮・リハ

中尾クリニック 中尾　暢希 871-5450 右京区 〒616-8363 右・嵯峨柳田町１１－８ ○ 外・整・内・胃・肛・皮・リハ

高島診療所 高島　啓文 861-3531 右京区 〒616-8366 右･嵯峨天龍寺今堀町2 ○ 循・内

柏木内科整形外科医院 柏木  政哉 861-1928 右京区 〒616-8367 右・嵯峨北堀町２０－１２１ ○ 内・整・リハ・消･リウ

柏木内科整形外科医院 柏木  喜美子 861-1928 右京区 〒616-8367 右・嵯峨北堀町２０－１２１ ○ 内・整・リハ・消･リウ

柏木内科整形外科医院 柏木  元実 861-1928 右京区 〒616-8367 右・嵯峨北堀町２０－１２１ ○ 内・整・リハ・消･リウ

宮尾眼科 宮尾　洋子 871-5172 右京区 〒616-8371 右・嵯峨天龍寺若宮町２０－３ 眼

宮尾眼科 宮尾　賢爾 871-5172 右京区 〒616-8371 右・嵯峨天龍寺若宮町２０－３ 内

矢間クリニック 矢間　博善 861-0177 右京区 〒616-8381 右・嵯峨天龍寺龍門町18-1 ○ 内・外・児・整

亀井診療所 亀井　湜明 861-0686 右京区 〒616-8422 右・嵯峨釈迦堂大門町４０ ○ 内・外

あいこ皮フ科クリニック 柴　亜伊子 231-9500 下京区 〒600-8005 下・四条富小路西入る立売東町14　イシズミ本社ビル5階 皮・美皮

ゆかり皮フ科クリニック 新保　有佳里 222-8808 下京区 〒600-8009 下・四条通室町東入函谷鉾町79　四条烏丸ウエストビル４Ｆ 皮

いかだ皮膚科クリニック 筏　さやか 361-2930 下京区 〒600-8029 下・西橋詰町７５８－６　プロスペクト河原町五条２F ○ 皮

たなか睡眠クリニック 田中  俊彦 257-1287 下京区 〒600-8032 下・中之町９９四条ＳＥＴビル５Ｆ 耳・内・精・神

ひの整形外科医院 日野　順子 746-6286 下京区 〒600-8032 下・仏光寺通寺町東入中之町583-5　辰々ビル1F 整・リウ・リハ

前田内科医院 前田　眞里 351-2128 下京区 〒600-8039 下・御幸町通四条下ル大寿町404 ○ 内・外・皮

小西仏光寺診療所 小西　正則 351-3095 下京区 〒600-8074 下・仏光寺通柳馬場西入東前町398番地 ○ 内・胃・循

小西仏光寺診療所 小西　正昭 351-3095 下京区 〒600-8074 下・仏光寺通柳馬場西入東前町398番地 ○ 内・胃・循

きしもと内科クリニック 岸本　和隆 353-5740 下京区 〒600-8078 下・松原通堺町西入杉屋町２８１ ○ 内・消

かきた内科医院 垣田  時雄 351-1275 下京区 〒600-8107 下・五条通室町西入ル高橋第６ビル２Ｆ 内

内浜診療所 陳　明俊 361-3833 下京区 〒600-8146 下・七条通河原町東入材木町460 ○ 外・内・精・心内・禁煙療法・放

西村診療所 西村  浩美 365-3339 下京区 〒600-8216 下・烏丸通塩小路下ル東塩小路町９０１ホテルグランヴィア京都３階 内・循・消

中野眼科京都駅前診療所 髙木　史子 344-0098 下京区 〒600-8216 下・烏丸七条下ル東塩小路町７２０　京都駅前駿河屋ビル４Ｆ 眼

柳診療所 柳　堅徳 351-5500 下京区 〒600-8216 下・東塩小路町579-1　山崎ビル5F ○ 内･外・循・消・リウ

ホリイ内科クリニック 堀井　和子 353-3900 下京区 〒600-8216 下・東塩小路町735-1京阪京都ビル7階 内・糖内・内分泌・循・腎内・呼

京都駅前さの皮フ科クリニック 佐野　陽平 744-6420 下京区 〒600-8216 下・東洞院通り塩小路下る東塩小路町547-2　福隈ビル2階 皮・アレ

西澤内科医院 西澤　明彦 343-5022 下京区 〒600-8223 下・七条通油小路東入大黒町253 ○ 内・神内・循・児・リハ

ふじた医院 朴　義男 343-4188 下京区 〒600-8267 下・大宮通七条下ル御器屋町６７ ○ 内・消

ふじた医院 藤田　祝子 343-4188 下京区 〒600-8267 下・大宮通七条下ル御器屋町６７ ○ 内・消・リハ

たききた小児クリニック 瀧北　彰一 342-0007 下京区 〒600-8329 下・西洞院通正面下る鍛冶屋町449-2 児

第二南診療所 久保田　忍 371-1465 下京区 〒600-8344 下・東中筋通花屋町下ル柳町332 ○ 内・外・漢方内科・禁煙療法・放

横村医院 横村　一郎 841-2380 下京区 〒600-8371 下・大宮通松原下る西門前町４２４ ○ 内・呼

横江医院 横江　信義 841-0809 下京区 〒600-8377 下・大宮通松原下ル上五条町３９６ ○ 内・児

小西医院 小西  恭禮 841-1866 下京区 〒600-8383 下・大宮通仏光寺上る綾大宮町62　卯兵衛古川ビル1F 心内・整・皮

中野眼科四条分院 星野　朗子 822-0520 下京区 〒600-8389 下・大宮通四条下ル四条大宮町2番地　日本生命四条大宮ビル2Ｆ 眼

四条烏丸松ヶ崎クリニック 西村　雄 365-4700 下京区 〒600-8411 下・水銀屋町628-1　フクヤビル6F 形

熱田内科クリニック 熱田　晴彦 353-7027 下京区 〒600-8412 下・烏丸仏光寺上る二帖半敷町655　産経京都烏丸ビル3F ○ 内・糖内

にしはらクリニック 西原　毅 371-7755 下京区 〒600-8412 下・烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655　産経京都烏丸ビル2階 脳外・リハ

北村クリニック 北村　健 746-6301 下京区 〒600-8412 下・二帖半敷町655　産経烏丸ビル6A ○ 泌

大垣クリニック 大垣　雅晴 371-1655 下京区 〒600-8412 下・烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655　産経京都烏丸ビル5階 外・肛・消化器外科
あきしのこころのクリニック 秋篠　雄哉 343-4114 下京区 〒600-8412 下・烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655　産経京都烏丸ビル5Ｆ 精・心内

木谷内科医院 木谷　輝夫 361-0611 下京区 〒600-8422 下・室町通綾小路下ル白楽天町507　下川ﾋﾞﾙ1F 内･循

深江形成整形外科医院 深江　英一 351-3245 下京区 〒600-8441 下・新町通四条下る四条町３４８ 整・リハ・形・内・皮・美容外科

水越医院 水越　文和 351-3387 下京区 〒600-8443 下・新町通綾小路下ル船鉾町３８８ 耳・アレ

岡林医院 岡林  秀興 341-0393 下京区 〒600-8452 下・西洞院通松原下ル永倉町555-4 ○ 循・胃・内・児

鈴木内科医院 鈴木　隆裕 351-2561 下京区 〒600-8461 下・仏光寺通油小路東入木賊山町168 ○ 内・消

上田医院 上田  尚司 371-7880 下京区 〒600-8474 下・西洞院通仏光寺上ル綾西洞院町７５６ ○ 外・胃・整・リハ

あわの診療所 粟野　菊雄 341-5148 下京区 〒600-8491 下・鶏鉾町５００鶏鉾ビル４Ｆ ○ 精・神内

小畑内科クリニック 小畑　寛純 241-3845 下京区 〒600-8492 下・四条通新町東入月鉾町62住生ビル3Ｆ 内・消

のぶ耳鼻咽喉科クリニック 和歌　信彦 812-3387 下京区 〒600-8811 下・中堂寺坊城町65　パークスクエア1F 耳

たかあきクリニック 高顯　純平 822-8221 下京区 〒600-8811 下･中堂寺坊城町31-7　メディナ丹波口1F 内・消



飛田医院 飛田　収一 323-6267 下京区 〒600-8813 下・中堂寺南町１０８小笠原クリニックビル３F 泌

せんぼん診療所 鈴木　竜太 341-7868 下京区 〒600-8835 下・観喜寺町10-15 内・神内・糖内・消

西七条診療所 関沢　敏弘 313-0401 下京区 〒600-8844 下・朱雀裏畑町73 ○ 内・皮・児

たかはしクリニック 高橋　進 313-1151 下京区 〒600-8844 下・朱雀裏畑町１－１ 内・心内

河合皮膚科 奥田　良治 325-3704 下京区 〒600-8877 下・西七条南西野町６０ 皮

前田クリニック 前田　康秀 322-1818 下京区 〒600-8886 下・西七条北月読町７３ ○ 内・泌

かどたにこどもクリニック 角谷　登美子 321-3711 下京区 〒600-8891 下・西七条東八反田町33　パデシオン京都七条1F 児・アレ

南部産婦人科医院 南部   吉彦 313-6000 下京区 〒600-8894 下・西七条市部町１３２ 産婦

中野耳鼻咽喉科 中野　宏 874-4187 下京区 〒600-8898 下・西七条東御前田町20-1　京都五条クリニックビル4階 耳

奥村小児科医院 奥村　正治 332-5857 西京区 〒610-1112 西・大枝北福西町２丁目２３－１２ ○ 内・消

稲掛医院 稲掛　英男 332-0111 西京区 〒610-1113 西・大枝南福西町２丁目１３－１２ ○ 内・児・循・胃・放

林クリニック 林　正道 333-0102 西京区 〒610-1127 西・大原野上里鳥見町１４－８ ○ 内・神内

たばた皮フ科クリニック 田端　康一 393-3020 西京区 〒615-8004 西・桂畑ケ田町239 皮・アレ

たちいり整形外科 立入　久和 391-0020 西京区 〒615-8024 西・桂西滝川町52 ○ 整

そがべ医院 曽我部　俊大 392-8823 西京区 〒615-8064 西・下津林水掛町４－２ ○ 外・胃・肛・皮・リハ

松原医院 松原　健 381-2215 西京区 〒615-8072 西・桂木ノ下町33－14 ○ 内・児

金子医院 金子　宏 393-6116 西京区 〒615-8073 西・桂野里町４１－３５　松風桂ビル１Ｆ 泌・皮

坂本内科クリニック 坂本　雅史 754-7877 西京区 〒615-8074 西・桂南巽町146　グラシューズ桂3F ○ 内・消

岡田外科医院 岡田　靖史 381-3735 西京区 〒615-8083 西・桂艮町１８ 外・麻・整・皮

井上産婦人科医院 岡垣  真里 381-4226 西京区 〒615-8084 西・桂坤町３０－４ 産婦

奥沢眼科医院 奥澤　康正 391-7721 西京区 〒615-8085 西・桂千代原町７２－１３ ○ 眼

よしき往診クリニック 守上　佳樹 381-2220 西京区 〒615-8262 西・山田四ノ坪町12-2 ○ 内

塚本医院 塚本　忠司 381-2756 西京区 〒615-8191 西・川島有栖川町３１ ○ 内

岩瀬医院 岩瀬　知行 381-5812 西京区 〒615-8206 西・松室追上ゲ町１８－１６ ○ 循・内

米山医院 米山  千尋 381-5001 西京区 〒615-8224 西・上桂三ノ宮町６６－２ ○ 外・内・胃・麻・肛・皮

板倉内科医院 志熊　利枝子 381-7536 西京区 〒615-8224 西・上桂三ノ宮町６０ 内・循・胃・呼・リハ

板倉内科医院 志熊　啓 381-7536 西京区 〒615-8224 西・上桂三ノ宮町６０ 内・循・胃・呼・リハ

なかつかさ足立医院 中務　克彦 393-2747 西京区 〒615-8073 西・桂野里町12 内・循・呼・糖内・乳・皮

タケダ腎クリニック 武田　智美 751-5007 東山区 〒605-0009 東・三条大橋東入る大橋町９４三条鈴木ビル４F ○ 内・透析

三条田中クリニック 田中　愛子 708-5792 東山区 〒605-0009 東･三条通大橋東入大橋町１０２田中ビル１F ○ 内・消

産科･婦人科江川クリニック 江川　晴人 708-3627 東山区 〒605-0009 東･三条通大橋東入大橋町１０２－１　田中ビル１F 産婦

三条おかざきクリニック 岡崎　寛士 746-4137 東山区 〒605-0018 東・三条通大橋東入2丁目下ル巽町442-9 ○ 内・呼・児

礒田内科医院　 礒田　圭 531-1510 東山区 〒605-0067 東・東大路古門前上ル東側 ○ 内・循

林医院 林　純子 561-2329 東山区 〒605-0081 東・古門前通大和大路東入2丁目三吉町343 ○ 内・児

中村クリニック 中村　良雄 525-4500 東山区 〒605-0817 東・松原通大和大路東入弓矢町４８、４９合地 ○ 整・リハ

河合医院 河合　尚樹 561-5310 東山区 〒605-0842 東・六波羅三盛町１７０ ○ 内

嶋田医院 嶋田　秀逸 551-3736 東山区 〒605-0913 東・大和大路五条下る石垣町東側53-2 ○ 内・循・胃・児

新谷医院 新谷　茂樹 561-3075 東山区 〒605-0914 東・渋谷通大和東入下新シ町338 内

中嶋外科整形外科医院 中嶋　毅 561-1444 東山区 〒605-0975 東・泉涌寺雀ケ森町１ ○ 外・整・内・リハ・リウ・皮

いしい医院 石居　志郎 561-3895 東山区 〒605-0991 東・鞘町正面西入上堀詰町290中島ﾋﾞﾙ1Ｆ ○ 整・リハ・皮

岡田医院 岡田　温 561-2582 東山区 〒605-0994 東・一橋宮ノ内町１５ 整・リハ

さど耳鼻咽喉科クリニック 佐渡　文彦 595-3387 山科区 〒607-8041 山・四ノ宮垣ノ内町1SUNYOU1FA号 ○ 耳・アレ

安井クリニック 安井　仁 595-5810 山科区 〒607-8076 山・音羽役出町1-28　古原ビル1F ○ 消化器外科・乳腺外科・内

髙須町塚診療所 髙須　雅史 595-5510 山科区 〒607-8080 山・竹鼻竹ノ街道町２９－２　町塚ビル7F 内・外・泌・透析

安田医院 安田　譲 583-2288 山科区 〒607-8080 山・竹鼻竹ノ街道町６２－７ ○ 神内・内

ふくみつ内科 福光　眞二 582-1184 山科区 〒607-8080 山・竹鼻竹ノ街道町２３　レーベン早川Ⅰ５Ｆ 内・消
やだ消化器内視鏡クリニック 矢田　典久 582-0080 山科区 〒607-8080 山･竹鼻竹ノ街道町33-1 内・消

えびすい医院 戎井　浩二 593-9880 山科区 〒607-8085 山・竹鼻堂ノ前町８－１１　ヴォイス山科１Ｆ ○ 泌・内

大西内科クリニック 大西　直樹 501-7580 山科区 〒607-8089 山・竹鼻西ノ口町21-5 ○ 内・消

本多整形外科 本多　宏明 501-6277 山科区 〒607-8178 山・大宅五反畑町2-2 整・リハ・リウ

あしはら診療所 蘆原　亨 592-0072 山科区 〒607-8306 山・西野山中鳥井町６８－１ ○ 内・消

樋口医院 樋口　濃史 592-1580 山科区 〒607-8308 山・西野山桜ノ馬場町１３ ○ 外・胃・泌

こおり内科医院 郡　大裕 581-5426 山科区 〒607-8414 山・御陵中内町３８ ○ 内・消

こうクリニック 黄　堯範 501-0233 山科区 〒607-8425 山・御陵上御廟野町７－７ ○ 内・児・皮・アレ・眼・消

こんどう皮フ科クリニック 近藤　摂子 501-0520 山科区 〒607-8441 山･上野御所ノ内町10-4　ル･クレヨン・ルージュ1階A号室 ○ 皮

小泉肛門科外科医院 小泉　健二 595-2115 山科区 〒607-8451 山・厨子奥若林町３５－１ 肛・外・胃・麻

鈴木医院 鈴木　学 581-0222 山科区 〒607-8453 山・厨子奥尾上町１４－１５４ ○ 内・泌

まつむらクリニック 松村　博臣 582-5188 山科区 〒607-8481 山･北花山中道町69-10 外・内・消・肛

井上医院 井上　雅史 571-0014 伏見区 〒601-1338 伏・醍醐落保町７１ ○ 内

來須医院 來須　正知 571-6430 伏見区 〒601-1361 伏・醍醐御霊ケ下町１－２ 外・整・皮・内

まるおクリニック 丸尾　直幸 575-2611 伏見区 〒601-1375 伏・醍醐高畑町30-1パセオダイゴロー西館内2F ○ 内・消・循・アレ・児

日比小児科クリニック 日比　成美 646-0880 伏見区 〒612-0026 伏・深草堀田町１０－１ 児・アレ・内

浅本内科医院 浅本　仁 641-5515 伏見区 〒612-0026 伏・深草堀田町１番地　ハイムウィスタリア1F ○ 内・アレ・呼

林医院 林　繁次郎 643-2313 伏見区 〒612-0026 伏・深草堀田町10-1　ﾛｰｽﾞﾏﾝｼｮﾝ藤の森C棟206 ○ 胃・放・内

大山医院 大山　孜郎 645-0330 伏見区 〒612-0029 伏・深草西浦町６丁目５３－１ 耳

まつむら医院 松村　聡 647-3500 伏見区 〒612-0029 伏・深草西浦町７－７４ ○ 内・消・循・児

きもと医院 木本　秀治 647-3150 伏見区 〒612-0035 伏・深草北蓮池町９０３－１ ○ 内・外・リハ

木谷医院 木谷　惠子 645-0099 伏見区 〒612-0042 伏・深草芳永町666-27 内・児

石原クリニック 石原　政芳 602-0030 伏見区 〒612-0064 伏・桃山毛利長門西町４７－１ 産婦

三島医院 三島　基邦 603-2266 伏見区 〒612-0072 伏・桃山筒井伊賀東町８２ 外・麻

くぼ眼科 久保　由起子 603-6600 伏見区 〒612-0072 伏・桃山筒井伊賀東町５４山内ビル１Ｆ ○ 眼

西医院 西　祥太郎 641-6251 伏見区 〒612-0881 伏・深草稲荷御前町90　西クリニックビル2F 内・胃・児

西医院 西　俊希 641-6251 伏見区 〒612-0881 伏・深草稲荷御前町90　西クリニックビル2F ○ 内・胃・児

西川医院 西川　昌樹 605-1011 伏見区 〒612-8005 伏・桃山町中島町２５ ○ 内・循

辻皮膚科医院 辻　麻里 601-9791 伏見区 〒612-8007 伏・桃山町因幡２４－３１ ○ 皮

もり小児科クリニック 森　啓之 603-7178 伏見区 〒612-8012 伏・桃山町遠山69スキップコート2F 児

池田産婦人科医院 井上　真理子 601-7276 伏見区 〒612-8016 伏・桃山町養斉２０－１２ 産婦

古川医院 古川　佳代子 601-8500 伏見区 〒612-8016 伏・桃山町養斉１９－２２ 内・循

沖医院 沖　啓一 621-1136 伏見区 〒612-8024 伏・桃山町根来２－３ 胃・内

磯部医院 磯部　和哉 574-7447 伏見区 〒612-8053 伏・瀬戸物町745-1 ○ 内・児

大林医院 大林　敬二 605-1313 伏見区 〒612-8082 伏・両替町４丁目２９１ ○ 外・内・肛・リハ



藤田産科婦人科医院 藤田　誠司 601-3241 伏見区 〒612-8089 伏・銀座町２丁目３４２ 産婦

伏見診療所 戸津崎　茂雄 611-2324 伏見区 〒612-8089 伏・銀座3丁目318-1 ○ 内・神内

依田医院 依田　純三 621-3874 伏見区 〒612-8105 伏・東奉行町１桃山グランドハイツ２Ｆ ○ 内・消・放

若泉クリニック 若泉　克次 622-2425 伏見区 〒612-8136 伏・向島四ツ谷池14-27 児・アレ・内

若泉クリニック 若泉　悟 622-2425 伏見区 〒612-8136 伏・向島四ツ谷池14-27 児・アレ・内

中部産婦人科 中部　健 622-7470 伏見区 〒612-8141 伏・向島二ノ丸町１５１－４４ 産婦

岸田医院 岸田　進 622-9021 伏見区 〒612-8141 伏・向島二ノ丸町１５１－２ ○ 内

東前医院 東前　隆司 612-0032 伏見区 〒612-8219 伏・表町589-2 ○ 内・精・神内

三栖診療所 三上　勝利 601-0739 伏見区 〒612-8227 伏・三栖向町757-1 ○ 外・禁煙療法・放

吉松医院 吉松　政喜 641-3251 伏見区 〒612-8401 伏・深草下川原町３１ 耳

くぜクリニック 久世　幸吾 647-0030 伏見区 〒612-8421 伏・竹田桶ノ井町75-5 内・循・皮・泌

川原林整形外科 川原林　顯昌 641-6007 伏見区 〒612-8422 伏・竹田七瀬川町２０－８ ○ 整・外・リウ・皮
伏見駅前陳皮フ科・形成外科クリニック 陳　貴史 606-1888 伏見区 〒612-8432 伏・深草柴田屋敷町12-1ﾌﾚｰｳﾞｧ藤森1F ○ 皮・形・美皮・美容外科・アレ・児皮

おくだこどもクリニック 奥田　晃司 646-2670 伏見区 〒612-8436 伏・深草新門丈町１５５ 児

辻医院 辻　光 921-0157 伏見区 〒612-8492 伏・久我本町５－８ ○ 循・内

坂東医院 坂東  一彦 932-6755 伏見区 〒612-8492 伏・久我本町２－９ ○ 内・外・整

高安医院 高安　聡 933-1863 伏見区 〒612-8494 伏・久我東町２１４－１７ ○ 内・神内・皮・児

高安医院 高安  文哉 933-1863 伏見区 〒612-8494 伏・久我東町２１４－１７ ○ 内・神内・皮・児

松山医院 松山　南律 932-0601 伏見区 〒612-8494 伏・久我東町１－５５ ○ 内・循・呼

永谷クリニック 永谷　史朗 691-6910 南区 〒601-8014 南・東九条河西町23ｱｰﾊﾞﾝﾂﾘｰｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ1F ○ 消・内

波柴内科医院 波柴　尉充 661-2290 南区 〒601-8017 南・東九条北烏丸町３６－２ ○ 内・消・放

波柴内科医院 波柴　忠利 661-2290 南区 〒601-8017 南・東九条北烏丸町３６－２ ○ 内・消・放

オーツボ診療所 大坪  欽彌 661-0657 南区 〒601-8028 南・東九条東御霊町３０ ○ 脳外・外・内

内田医院 内田　亮彦 681-9958 南区 〒601-8041 南・東九条南烏丸町３５－６ ○ 内・外・皮・整・泌

やすだ医院 安田　雄司 932-5015 南区 〒601-8206 南・久世大薮町５３ ○ 呼・アレ・外・リハ

竹内医院 竹内　一実 681-6778 南区 〒601-8339 南・吉祥院里ノ内町８３ ○ 外・整・消・呼・皮

堀井眼科クリニック 堀井　孝 691-0361 南区 〒601-8431 南・西九条島町８ 眼

秦診療所 秦  敬和 694-6070 南区 〒601-8431 南・西九条島町３－１ ○ 循・内

宮谷眼科医院 宮谷　博史 691-0288 南区 〒601-8451 南・唐橋川久保町11 眼

関医院内科循環器科 関　透 691-0044 南区 〒601-8452 南・唐橋堂ノ前町16 ○ 内・循
第二上田リハビリテーション診療所 上田　祥博 662-6077 南区 〒601-8452 南・唐橋堂ノ前町49-2 内・神内・精・リハ

はまい皮フ科クリニック 濱井　公平 644-4141 南区 〒601-8453 南・唐橋羅城門町2-2 ○ 皮・アレ

島岡医院 島岡　昌幸 661-0740 南区 〒601-8469 南・唐橋平垣町６８ 婦・内・児

山下医院 山下  琢 691-3808 南区 〒601-8473 南・八条通大宮西入九条町３９９－２８ ○ 整・リウ

上原医院 上原　従正 922-5007 乙訓 〒617-0001 向日市物集女町池ノ裏1-6 ○ 外・消・整・皮

繁本医院 繁本  俊哉 921-7520 乙訓 〒617-0002 向日市寺戸町永田１１ ○ 外・整・内・胃・皮・泌

岩本医院 岩本　恒典 935-3650 乙訓 〒617-0002 向日市寺戸町向畑57-3 ○ 外・消・循・呼

森田内科医院 森田　聖 922-3700 乙訓 〒617-0002 向日市寺戸町渋川7-5 ○ 内・消

いけぶちクリニック 池淵　嘉一郎 924-1187 乙訓 〒617-0002 向日市寺戸町八ノ坪122番地　洛西口ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 耳･アレ･リハ

洛西医院 今西　勝大 921-0609 乙訓 〒617-0002 向日市寺戸町東田中瀬3-2 ○ 外・内・児

土井医院 土井　正樹 951-5577 乙訓 〒617-0004 向日市鶏冠井町祓所３６－１３ ○ 外・消化器外科

よこばやし医院 横林　文子 922-2468 乙訓 〒617-0004 向日市鶏冠井町山畑３９－１ ○ 児・内・アレ

鈴木内科外科診療所 鈴木　博雄 922-2077 乙訓 〒617-0006 向日市上植野町円山12-5 ○ 内・外・整・児・放・リハ

わかえ内科クリニック 若江　武 921-0544 乙訓 〒617-0006 向日市上植野町御塔道２－１５ ○ 内

海老沢内科医院 海老澤　哲也 955-5300 乙訓 〒617-0823 長岡京市長岡1丁目1-12パネフリ第3ビル1Ｆ ○ 内・循

さとう内科 佐藤　真人 959-6800 乙訓 〒617-0824 長岡京市天神1丁目3-28 ○ 内
小児科・アレルギー科北條クリニック 北條　誠 959-3131 乙訓 〒617-0826 長岡京市開田４丁目５－１０ 児・アレ

伊与田医院 伊与田　勲 956-5891 乙訓 〒617-0826 長岡京市開田４丁目１－１１橋本ビル２Ｆ ○ 内

ほった眼科 堀田　浩史 959-9009 乙訓 〒617-0826 長岡京市開田1-121 眼

くぼた医院 窪田  小弓 951-8880 乙訓 〒617-0828 長岡京市馬場見場走り２５－３ ○ 内・児・循
大林内科・循環器科クリニック 大林　和彦 954-3825 乙訓 〒617-0833 長岡京市神足１丁目15-5 ○ 内・循・児

馬本医院 馬本   郁男 953-8717 乙訓 〒617-0845 長岡京市下海印寺横山４３ ○ 内・循・リハ

下尾医院 下尾　和敏 956-0003 乙訓 〒617-0856 長岡京市金ケ原塚穴ノ前３－１パレス金ヶ原 ○ 内・循

小野田医院 小野田　秀樹 956-2121 乙訓 〒618-0000 乙訓郡大山崎町高麗田３－４ ○ 内・胃・整・肛

梅山医院 梅山　信 956-3245 乙訓 〒618-0091 乙訓郡大山崎町円明寺若宮前１０－６３ ○ 内・消･外・児・麻

梅山医院 梅山　猛 956-3245 乙訓 〒618-0091 乙訓郡大山崎町円明寺若宮前１０－６３ ○ 内・消･外・児・麻

ほそだ内科クリニック 細田　正則 0774-38-2211 府下 〒611-0001 宇治市六地蔵奈良町74-1　パデシオン六地蔵ミッドモール2F 内・消

小沢医院 小澤　勝 0774-86-0630 府下 〒619-0202 木津川市山城町平尾小字南払戸１１２ ○ 内・呼・眼

西田医院 西田　智樹 0771-68-1105 府下 〒622-0002 南丹市園部町美園町3-3 ○ 内・外・皮・肛・整


