
日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器相談医と相談医のいる医療機関をご案内いたします
本名簿の更新は年1回程度を予定しています

補聴器相談医 勤務先（医療機関名） 〒 勤務先所在地 電話

愛場　庸雅 あいば　つねまさ 大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科 〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22 06-6929-1221
青木　　基 あおき　はじめ 青木医院 〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-2-21 06-6351-7155
赤城　ゆかり あかぎ　ゆかり あかぎ耳鼻咽喉科 〒564-0041 吹田市泉町5-11-12-311 06-6337-0050
浅井　英世 あさい　ひでよ 浅井耳鼻咽喉科 〒558-0052 大阪市住吉区苅田5-16-6-1階 06-6696-3363
朝倉　治美 あさくら　はるみ 朝倉耳鼻咽喉科 〒562-0044 箕面市半町4-14-26 072-723-8685
芦田　健太郎 あしだ　けんたろう 芦田医院 〒666-0112 川西市大和西1-97-7-2階 072-794-5280
天野　章子 あまの　あきこ あまの耳鼻咽喉科 〒581-0867 八尾市山本町1-3-20-2階 072-922-8926
天野　かおり あまの　かおり 若草第一病院耳鼻咽喉科 〒579-8056 東大阪市若草町1-6 072-988-1409
天野　　一 あまの　はじめ あまの耳鼻咽喉科 〒581-0867 八尾市山本町1-3-20-2階 072-922-8926
荒井　　潤 あらい　じゅん あらい耳鼻咽喉科 〒598-0007 泉佐野市上町3-3-18-2階 072-462-3387
荒木　南都子 あらき　なつこ 大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
在田　理香 ありた　りか 第二東和会病院耳鼻咽喉科 〒569-0034 高槻市大塚町5-20-3 072-674-1008
有本　啓恵 ありもと　ひろえ ありもと耳鼻咽喉科 〒535-0005 大阪市旭区赤川2-17-2 -101 06-4253-3737
有賀　秀治 あるが　ひではる 有賀耳鼻咽喉科 〒536-0013 大阪市城東区鴫野東1-13-10 06-6969-8877
井口　広義 いぐち　ひろよし 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
池上　彰博 いけがみ　あきひろ 池上耳鼻咽喉科 〒592-0002 高石市羽衣1-10-18 072-262-4151
池田　　進 いけだ　すすむ 池田耳鼻咽喉科 〒544-0034 大阪市生野区桃谷5-4-23 06-6731-4187
池田　利夫 いけだ　としお 池田耳鼻咽喉科 〒534-0002 大阪市都島区大東町1-9-1 06-6928-3741
石川　雅洋 いしかわ　まさひろ いしかわ耳鼻咽喉科クリニック 〒533-0032 大阪市東淀川区淡路4-4-10 06-6322-6807
石田　安代 いしだ　やすよ いしだ耳鼻咽喉科 〒571-0005 門真市南野口町15-15 072-881-9016
伊集院　隆宏 いじゅういん　たかひろ 千船病院耳鼻咽喉科 〒555-0001 大阪市西淀川区佃2-2-46 06-6471-9541
檪原　健吾 いちはら　けんご 櫟原医院 〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-7-9 06-6661-4532
檪原　茂之 いちはら　しげゆき 檪原医院 〒569-0824 高槻市川添2-15-23 072-694-7609
櫟原　崇宏 いちはら　たかひろ 大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
伊東　真人 いとう　まひと いとう耳鼻咽喉科 〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-12-6-2階 06-7504-6745
稲岡　孝敏 いなおか　たかとし いなおか耳鼻咽喉科 〒572-0855 寝屋川市寝屋南2-1-14-201 072-880-3387
乾　　崇樹 いぬい　たかき 大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
井上　克彦 いのうえ　かつひこ 井上耳鼻咽喉科 〒573-1197 枚方市禁野本町1-16-5-2-2階 072-840-3430
今井　貴夫 いまい　たかお 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
岩井　詔子 いわい　のりこ 耳鼻咽喉科岩井クリニック 〒573-1114 枚方市東山1丁目49-12　2階 072-867-1810



岩井　　大 いわい　ひろし 関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒573-1191 枚方市新町2丁目3番1号 072-804-0101
岩田　彩子 いわた　あやこ いわた内科・耳鼻咽喉科クリニック 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北1-36-6-2階 06-6390-3377
岩田　伸子 いわた　のぶこ いわた耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック 〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-20-3 06-6928-0234
岩橋　利彦 いわはし　としひこ 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
上川　保廣 うえかわ　やすひろ 上川耳鼻咽喉科 〒560-0864 豊中市夕日ヶ丘1-1-5-2階 06-6846-8787
上杉　康夫 うえすぎ　やすお 関西福祉科学大学保健医療学部　リハビリテーション学科 〒582-0026 柏原市旭が丘3-11-1 072-978-0088
上田　　大 うえだ　まさる あべのハルカス坂本耳鼻咽喉科 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43-22階 06-6623-0730
植村　善則 うえむら　よしのり 植村耳鼻咽喉科 〒580-0032 松原市天美東7-7-1 -2階 072-333-8741
宇野　敦彦 うの　あつひこ 大阪府立急性期・総合医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科〒558-8558 大阪市住吉区万代東3-1-56 06-6692-1201
宇野　吉裕 うの　よしひろ 宇野耳鼻咽喉科 〒547-0011 大阪市平野区長吉出戸4-1-23 06-6709-7322
梅本　匡則 うめもと　まさのり 梅本耳鼻咽喉科 〒534-0015 大阪市都島区善源寺町1-5-54 3階 06-6924-3387
鵜山　昭雄 うやま　あきお 鵜山耳鼻咽喉科医院 〒580-0016 松原市上田3-6-1 072-335-2105
鵜山　太一 うやま　たいち 鵜山耳鼻咽喉科医院 〒580-0016 松原市上田3-6-1 072-335-2105
老木　浩之 おいき　ひろゆき 耳鼻咽喉科サージクリニック老木医院 〒594-0061 和泉市弥生町2-14-13 0725-47-3113
大﨑　康宏 おおさき　やすひろ 大阪府立母子保健総合医療センター耳鼻咽喉科 〒594-1101 和泉市室堂町840 0725-56-1220
大島　一郎 おおしま　いちろう 大島耳鼻咽喉科 〒560-0021 豊中市本町1-11-1-2階 06-6849-8733
太田　有美 おおた　ゆみ 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
大西　かよ子 おおにし　かよこ 大西耳鼻咽喉科医院 〒547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-1-71-2階 06-6704-4848
大西　純夫 おおにし　すみお おおにし耳鼻咽喉科クリニック 〒573-1111 枚方市楠葉朝日3-6-21 072-855-4520
大西　博昭 おおにし　ひろあき 岡部耳鼻咽喉科医院 〒547-0012 大阪市平野区長吉六反2-6-39 06-6709-4849
大屋　清二 おおや　せいじ 大屋耳鼻咽喉科 〒546-0011 大阪市東住吉区針中野3-12-19 06-6702-8659
岡坂　利章 おかさか　としあき みなせ耳鼻咽喉科 〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1-18-13-2階 075-963-2287
岡田　　優 おかだ　ゆう

岡庭　亜弥 おかにわ　あや 岩野耳鼻咽喉科サージセンター 〒561-0851 豊中市服部元町1-10-19 06-6862-2910
岡本　英樹 おかもと　ひでき おかもと耳鼻咽喉科 〒547-0016 大阪市平野区長吉長原3-1-29 06-4302-8741
奥野　吉昭 おくの　よしあき おくのホームケアいなほ 〒598-0011 泉佐野市高松北1-1-2-3階 072-486-4065
奥村　隆司 おくむら　たかし 奥村耳鼻咽喉科 〒552-0012 大阪市港区市岡1-5-28 06-6571-3387
柿木　裕史 かきのき　やすし 柿木耳鼻咽喉科 〒586-0024 河内長野市西之山町8-58 -1階 0721-50-4649
柿本　晋吾 かきもと　しんご 柿本耳鼻咽喉科 〒536-0004 大阪市城東区今福西3-8-22 06-6936-7033
梶川　　泰 かじかわ　ひろし 市立岸和田市民病院耳鼻咽喉科 〒596-0822 岸和田市額原町1001 072-445-1000
葛原　敏樹 かつらはら　としき かつらはら耳鼻咽喉科 〒599-0202 阪南市下出105-1 072-471-6022
加藤　匠子 かとう　しょうこ 加藤耳鼻咽喉科 〒546-0044 大阪市東住吉区北田辺4-22-6 -301 06-6719-8733
加藤　伸一 かとう　しんいち 加藤耳鼻咽喉科医院 〒591-8034 堺市北区百舌鳥陵南町2-627 072-277-8605
加藤　真子 かとう　まこ かとう耳鼻咽喉科 〒573-0075 枚方市東香里2-29-1 072-852-8733
加藤　　寛 かとう　ゆたか 耳鼻咽喉科かとう医院 〒590-0412 泉南郡熊取町紺屋1-8-23 072-452-8733



金井　理絵 かない　りえ 北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-8480 大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221
金井　龍一 かない　りゅういち かない耳鼻咽喉科 〒561-0801 豊中市曽根西町1-10-7-102 06-6854-8733
金沢　敦子 かなざわ　あつこ 大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
金田　直子 かねだ　なおこ 関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒573-1010 枚方市新町2丁目5番1号 072-804-0101
金丸　眞一 かねまる　しんいち 北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-8480 大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221
鎌澤　孝子 かまざわ　たかこ かまざわ耳鼻咽喉科 〒581-0031 八尾市志紀町1-15-101号 072-943-1787
川上　友美 かわかみ　ともみ 行岡病院耳鼻咽喉科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
川上　理郎 かわかみ　みちろう 大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科 〒564-0013 吹田市川園町1-2 06-6382-1521
川﨑　英子 かわさき　えいこ かわさき耳鼻咽喉科 〒536-0007 大阪市城東区成育2-12-18 06-6180-2400
川嵜　良明 かわさき　よしあき 川嵜耳鼻咽喉科 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中5-7-4 06-6969-3322
川島　佳代子 かわしま　かよこ 大手前病院耳鼻咽喉科 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-34 06-6941-0484
川島　貴之 かわしま　たかゆき 八尾市立病院耳鼻咽喉科 〒581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881
川本　知佳 かわもと　ともよし

神原　留美 かんばら　るみ 市立吹田市民病院耳鼻咽喉科 〒564-0082 吹田市片山町2-13-20 06-6387-3311
菊岡　政久 きくおか　まさひさ 蛭沼耳鼻咽喉科医院 〒579-8051 東大阪市瓢箪山町11-24 072-981-3517
岸　　邦子 きし　くにこ 桝谷耳鼻咽喉科クリニック 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里4-7-30-2階 06-6706-3122
北尻　雅則 きたじり　まさのり 関西医科大学天満橋総合クリニック 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31-3階 06-6943-2260
北西　　剛 きたにし　つよし きたにし耳鼻咽喉科 〒570-0004 守口市淀江町3-7-2階 06-6902-4133
北野　睦三 きたの　むつかず 近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
北村　　健 きたむら　けん 北村耳鼻咽喉科 〒563-0048 池田市呉服町2-20-1階 072-754-8733
久内　一史 きゅうない かずし きゅうない耳鼻咽喉科 〒545-0004 大阪市阿倍野区文の里2-11-21-101 06-4399-5971
京本　良一 きょうもと　りょういち 京本耳鼻咽喉科 〒572-0829 寝屋川市萱島信和町21-30 072-830-0087
清川　裕美 きよかわ　ゆみ 中嶋・清川とりかいクリニック 〒566-0054 摂津市鳥飼八防1-8-4-101 072-650-3636
楠木　　誠 くすき　まこと 中村耳鼻咽喉科 〒534-0014 大阪市都島区都島北通1-3-18-2階 06-6925-7833
久保　武志 くぼ　たけし くぼ耳鼻咽喉科クリニック 〒554-0022 大阪市此花区春日出中2-17-7 06-6131-5588
久保井　敬之 くぼい　たかゆき 久保井耳鼻咽喉科 〒566-0011 摂津市千里丘東2-11-10 072-625-4133
久門　正義 くもん　まさよし 耳鼻咽喉科くもん医院 〒575-0063 四条畷市大字清滝369-37 072-877-3387
倉増　俊宏 くらます　としひろ くらます耳鼻咽喉科クリニック 〒553-0003 大阪市福島区福島1-1-51-4階 06-6343-3387
小池　　薫 こいけ　かおる 小池耳鼻咽喉科クリニック 〒597-0072 貝塚市畠中33-1 0724-23-8741
小泉　敏三 こいずみ　としぞう 近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
康　　　勲 こう　いさお 康耳鼻咽喉科 〒544-0011 大阪市生野区田島5-9-28-3階 06-6751-4000
合田　　薫 ごうだ　かおる 藍野病院耳鼻咽喉科 〒567-0011 茨木市高田町11-18 072-627-7611
上月　景之 こうづき　かげゆき こうづき耳鼻咽喉科医院 〒561-0882 豊中市南桜塚3-15-8-2階 06-6846-8733
河野　幹子 こうの　もとこ 河野耳鼻咽喉科クリニック 〒578-0981 東大阪市島之内2-13-14-2A 072-967-0057
後藤　和彦 ごとう　かずひこ ごとう耳鼻咽喉科 〒542-0073 大阪市中央区日本橋1-21-14-2階 06-6643-1133



後藤　和彦 ごとう　かずひこ 後藤耳鼻咽喉科 〒572-0084 寝屋川市香里南之町28-24-202 072-832-7060
小林　正明 こばやし　まさあき 小林耳鼻咽喉科 〒543-0052 大阪市天王寺区大道4-10-4-2階 06-6779-8329
小林　政美 こばやし　まさみ 耳鼻咽喉科こばやしクリニック 〒598-0021 泉佐野市日根野7201 072-467-3351
米田　元胤 こめだ　もとたね こめだ耳鼻咽喉科 〒590-0138 堺市南区鴨谷台2-5-1-3階 072-296-3341
近藤　千雅 こんどう　かずまさ こんどう耳鼻咽喉科クリニック 〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-26-5 06-6973-3387
齋藤　和也 さいとう　かずや 近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
坂　　哲郎 さか　てつろう さか耳鼻咽喉科 〒535-0022 大阪市旭区新森2-3-7-1階 06-6957-1187
坂　　直樹 さか　なおき さか耳鼻咽喉科クリニック 〒565-0845 吹田市千里山星が丘1-1-102 06-6319-8741
阪上　博史 さかがみ　ひろふみ 阪上耳鼻咽喉科医院 〒567-0888 茨木市駅前1-2-21 072-622-2558
榊　　徳子 さかき　とくこ 阿部耳鼻咽喉科 〒546-0014 大阪市東住吉区鷹合3-17-31 06-6692-1669
榊原　淳二 さかきばら　じゅんじ 榊原耳鼻咽喉科クリニック 〒565-0862 吹田市津雲台1-2 06-6831-3387
坂口　麻理子 さかぐち　まりこ 関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒573-1191 枚方市新町2丁目5番1号 072-804-0101
坂倉　　淳 さかくら　あつし 大阪府済生会茨木病院耳鼻咽喉科 〒567-0035 茨木市見付山2-1-45 072-622-8651
坂下　哲史 さかした　てつし さかした耳鼻咽喉科 〒547-0033 大阪市平野区平野西1-2-1-1階 06-6710-4187
坂本　平守 さかもと　ひらもり あべのハルカス坂本耳鼻咽喉科 〒545-6022 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43-22階 06-6623-0730
阪本　浩一 さかもと　ひろかず 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
桜井　幹士 さくらい　かんじ 桜井耳鼻咽喉科 〒586-0014 河内長野市長野町7-24 0721-54-5771
硲田　猛真 さこだ　たけま りんくう総合医療センター耳鼻咽喉科 〒598-8577 泉佐野市りんくう往来北2-23 072-469-3111
佐々木　崇博 ささき　たかひろ 住友病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-20 06-6443-1261
佐々木　知 ささき　とも 佐々木耳鼻咽喉科クリニック 〒567-0826 茨木市双葉町9-17-2階 072-636-6650
佐藤　　崇 さとう　たかし 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
佐々木　良二 ささき　りょうじ NTT西日本大阪病院耳鼻咽喉科 〒543-8922 大阪市天王寺区烏ヶ辻2-6-40 06-6773-7111
薩摩　好彦 さつま　よしひこ よしひこクリニック耳鼻咽喉科 〒555-0021 大阪市西淀川区歌島2-4-1 06-6477-6668
里見　文男 さとみ　ふみお 里見耳鼻咽喉科 〒557-0042 大阪市西成区千本南1-3-2-3階 06-6655-6675
澤田　亜也子 さわだ　あやこ さわだクリニック 〒543-0041 大阪市天王寺区真法院町7-31-201 06-6776-8322
澤田　　達 さわだ　とおる 酒井耳鼻咽喉科 〒536-0008 大阪市城東区関目5-5-13-1階 06-6993-1133
芝埜　　彰 しばの　あきら 大阪回生病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-6-10 06-6393-6234
島田　健一 しまだ　けんいち しまだ耳鼻咽喉科 〒583-0886 羽曳野市恵我之荘1-10-14 072-954-3301
島田　　純 しまだ　じゅん しまだ耳鼻咽喉科医院 〒590-0111 堺市南区三原台4-1-6 072-292-2395
島野　卓史 しまの　たかし 島野耳鼻咽喉科 〒577-0802 東大阪市小阪本町1-9-6 06-6721-3311
清水　順一 しみず　じゅんいち 星田南病院耳鼻咽喉科 〒576-0022 交野市藤が尾3-5-1 072-891-3500
下條　信次 しもじょう　しんじ 下條耳鼻咽喉科医院 〒536-0007 大阪市城東区成育2-1-15 06-6932-8711
真貝　佳代子 しんがい　かよこ 市立吹田市民病院耳鼻咽喉科 〒564-0082 吹田市片山町2-13-20 06-6387-3311
眞銅　昌二郎 しんどう　しょうじろう 真銅耳鼻咽喉科医院 〒583-0026 藤井寺市春日丘2-12-12 072-955-4633
杉浦　　緑 すぎうら　みどり 杉浦耳鼻咽喉科・アレルギー科 〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-48-606 06-6773-8741



杉丸　忠彦 すぎまる　ただひこ すぎまるクリニック 〒547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-16-2階 06-6760-3387
杉山　絢子 すぎやま　あやこ 杉山耳鼻咽喉科医院 〒592-0003 高石市東羽衣2-6-30 072-264-5036
鈴木　　学 すずき　まなぶ 大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
鈴本　正樹 すずもと　まさき すずもと耳鼻咽喉科 〒590-0521 泉南市樽井2-33-27 072-484-2777
須永　壯一 すなが　そういち 耳鼻咽喉科すながクリニック 〒564-0001 吹田市岸部北2-1-26-1階 06-6310-8711
角南　貴司子 すなみ　きしこ 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
須波　浩之 すなみ　ひろゆき すなみ耳鼻咽喉科甲状腺クリニック 〒586-0009 河内長野市木戸西町1-1-35-202 06-6441-3456
妙中　啓子 たえなか　けいこ たえなか耳鼻咽喉科 〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-34-2 06-6621-1376
高島　凱夫 たかしま　よしお 京橋耳鼻咽喉科 〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-17 06-6921-0242
高野　さくらこたかの　さくらこ 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
高野　啓江 たかの　ひろえ たかの耳鼻咽喉科 〒583-0027 藤井寺市岡1-15-35-301 072-952-3387
高橋　佳文 たかはし　よしふみ たかはし耳鼻咽喉科クリニック 〒560-0004 豊中市少路1-14-1-203 06-6841-3311
高安　幸恵 たかやす　さちえ 星ヶ丘医療センター耳鼻咽喉科 〒573-8511 枚方市星丘4-8-1 072-840-2641
高山　雅裕 たかやま　まさひろ たかやま耳鼻咽喉科 〒559-0002 大阪市住之江区浜口東3-5-20-1階 06-6678-3387
高山　靖史 たかやま　やすし たかやま耳鼻咽喉科 〒574-0036 大東市末広町12-11-101 072-889-1787
滝本　泰光 たきもと　やすみつ 市立吹田市民病院耳鼻咽喉科 〒564-0082 吹田市片山町2-13-20 06-6387-3311
武嶋　寛剛 たけしま　ひろたか たけしま耳鼻咽喉科医院 〒579-8051 東大阪市瓢箪山町3-20-2階 072-986-3341
竹林　恵子 たけばやし　けいこ 竹林医院 〒533-0007 大阪市東淀川区相川2-11-12 06-6340-1181
竹本　市紅 たけもと　いちこう 耳鼻咽喉科竹本クリニック 〒592-0013 高石市取石2-2-8 072-272-3387
武本　憲彦 たけもと　のりひこ 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
竹山　　豊 たけやま　ゆたか 竹山耳鼻咽喉科 〒590-0103 堺市南区深阪南114 072-239-3341
田中　朝子 たなか　あさこ 第一東和会病院耳鼻咽喉科 〒569-0081 高槻市宮野町2-17 072-671-1008
田中　　治 たなか　おさむ 田中耳鼻咽喉科 〒559-0001 大阪市住之江区粉浜2-13-8-2階 06-6678-8787
田中　由基夫 たなか　ゆきお 耳鼻咽喉科　田中医院 〒532-0024 大阪市淀川区十三本町2-4-28 06-6301-6783
田辺　智子 たなべ　ともこ 田辺耳鼻咽喉科 〒561-0871 豊中市東寺内町2-26 06-6338-7319
田邊　英徳 たなべ　ひでのり 田辺耳鼻咽喉科 〒581-0069 八尾市龍華町2-1-1-2階 072-998-8741
田渕　恵子 たぶち　けいこ 大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科 〒564-0013 吹田市川園町1-2 06-6382-1521
田村　隆之 たむら　たかゆき タムラ耳鼻咽喉科 〒564-0073 吹田市山手町2-7-25 06-6339-1133
田村　　学 たむら　まなぶ おおさか往診クリニック 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台2-11-2 06-6152-9566
田矢　直三 たや　なおぞう 田矢耳鼻咽喉科 〒557-0041 大阪市西成区岸里1-4-23 06-6658-5001
近野　哲史 ちかの　さとし 市立岸和田市民病院耳鼻咽喉科 〒596-8501 岸和田市額原町1001 072-445-1000
竹本　恵美子 ちくもと　えみこ おくだ耳鼻咽喉科 〒593-8322 堺市西区津久野町1-8-18 072-260-3387
塚本　康広 つかもと　やすひろ 塚本耳鼻咽喉科 〒555-0013 大阪市西淀川区千船2-15-2-1階 06-6474-9000
津川　善彦 つがわ　よしひこ 津川耳鼻咽喉科医院 〒547-0045 大阪市平野区平野上町2-7-27 06-6791-3741
辻　雄一郎 つじ　ゆういちろう 富田つじ耳鼻咽喉科 〒569-1144 高槻市大畑町1-3-2階 072-696-3633



辻　　竜平 つじ　りゅうへい 辻耳鼻咽喉科医院 〒570-0012 守口市大久保町1-34-6 06-6901-3288
蔦　　佳明 つた　よしあき 南大阪蔦耳鼻咽喉科 〒587-0002 堺市美原区黒山490-1 072-363-3387
津田　　武 つだ　たけし 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
津田　　守 つだ　まもる 津田耳鼻咽喉科クリニック 〒564-0051 吹田市豊津町1-43-2階 06-6338-3387
恒川　恵治 つねかわ　けいじ 耳鼻咽喉科　恒川医院 〒578-0901 東大阪市加納8-1-17-201 072-964-1587
恒川　宣子 つねかわ　よしこ 耳鼻咽喉科　恒川医院 〒578-0901 東大阪市加納8-1-17-201 072-964-1587
鶴田　至宏 つるた　よしひろ 鶴田耳鼻咽喉科クリニック 〒581-0061 八尾市春日町1-8-29 072-998-4187
鶴原　秀晃 つるはら　ひであき 鶴原耳鼻咽喉科 〒573-0127 枚方市津田元町1-15-5-102 072-897-2433
寺尾　恭一 てらお　きょういち てらお耳鼻咽喉科 〒559-0001 大阪市住之江区粉浜1-1-32-2階 06-6655-0187
寺西　裕一 てらにし　ゆういち 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
徳原　靖剛 とくはら　やすたけ とくはら耳鼻咽喉科 〒577-0836 東大阪市渋川町2-4-25-2F南 06-6720-3387
栩野　理恵 とちの　りえ とちの耳鼻咽喉科クリニック 〒578-0946 東大阪市瓜生堂3-1-11-1階 06-4307-3825
朝永　康徳 ともなが　やすのり ともなが耳鼻咽喉科 〒564-0063 吹田市江坂町1-21-39-2階 06-4861-3387
豊田　孝行 とよだ　たかゆき 佐々木耳鼻咽喉科クリニック 〒567-0826 茨木市双葉町9-17-2階 072-636-6650
中井　　健 なかい　けん 小西耳鼻咽喉科 〒530-0041 大阪市北区天神橋5-7-11 06-6351-3387
永井　香織 ながい　かおり ながい耳鼻咽喉科クリニック 〒567-0876 茨木市天王2-6-7-5階 072-645-3387
永田　基樹 ながた　もとき ながた耳鼻咽喉科クリニック 〒577-0056 東大阪市長堂3-13-17 06-6782-3387
中出　多子 なかで　まさこ なかで耳鼻咽喉科 〒596-0076 岸和田市野田町1-3-24 072-493-3392
中野　智昭 なかの　ともあき 大北メディカルクリニック 〒530-0001 大阪市北区梅田1-12-17-4階 0721-29-1121
中原　　啓 なかはら　けい りんくう総合医療センター耳鼻咽喉科 〒598-8577 泉佐野市りんくう往来北2-23 072-469-3111
長原　昌萬 ながはら　まさみつ 長原耳鼻咽喉科 〒537-0025 大阪市東成区中道1-5-19 06-6976-8733
中村　晶彦 なかむら　あきひこ 中村耳鼻咽喉科 〒591-8025 堺市北区長曽根町719-1 072-240-0087
中村　正三 なかむら　まさみ 中村耳鼻咽喉科 〒578-0974 東大阪市鴻池元町8-20 06-6745-1427
中村　　恵 なかむら　めぐみ 大阪府立母子保健総合医療センター耳鼻咽喉科 〒594-1101 和泉市室堂町840 0725-56-1220
中山　和子 なかやま　かずこ あいばクリニック岸和田あいばクリニック 〒596-0052 岸和田市並松町22-40 072-422-1306
中山　堯之 なかやま　たかゆき 中山耳鼻咽喉科・気管食道科 〒596-0006 岸和田市春木若松町5-7 072-422-3777
浪花　有紀 なにわ　ゆき 南医院 〒592-8334 堺市西区浜寺石津町中3-14-17 072-241-6661
西池　季隆 にしいけ　すえたか 大阪労災病院耳鼻咽喉科 〒591-8025 堺市北区長曽根町1179-3 072-252-3561
西浦　弘志 にしうら　ひろし にしうら耳鼻咽喉科 〒572-0042 寝屋川市東大利町13-18 072-830-1133
西田　明子 にしだ　あきこ 北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-0025 大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221
西田　尚司 にしだ　たかし 西田耳鼻咽喉科 〒580-0021 松原市高見の里3-12-22 072-338-3341
西田　高也 にしだ　たかや 西田医院 〒598-0043 泉佐野市大西1-7-8 072-462-3356
西村　　洋 にしむら　ひろし 大阪医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331
西村　将人 にしむら　まさと にしむら耳鼻咽喉科クリニック 〒542-0012 大阪市中央区谷町6-1-14-6階 06-6761-0265
西本　明美 にしもと　あけみ 西本耳鼻咽喉科 〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺2-1-2-1階 06-6606-3317



丹生　真理子 にぶ　まりこ 丹生医院 〒550-0022 大阪市西区本田3-7-8 06-6581-0090
二村　吉継 にむら　よしつぐ 二村耳鼻咽喉科 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-12-16-2階 06-6622-2687
根来　　篤 ねごろ　あつし ねごろ耳鼻咽喉科クリニック 〒599-0211 阪南市鳥取中249-1 072-471-3387
野井　　理 のい　おさむ 野井耳鼻咽喉科 〒560-0084 豊中市新千里南町3-1-14-301 06-6873-4133
野田　和裕 のだ　かずひろ のだ耳鼻咽喉科 〒547-0002 大阪市平野区加美東1-8-24-1階 06-6793-8733
野之口　英予 ののぐち　ひでよ 野之口耳鼻咽喉科 〒594-0002 和泉市上町737-8 0725-41-8733
野村　文恵 のむら　ふみえ 大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-0012 大阪市北区芝田2-10-39 06-6372-0333
萩森　伸一 はぎのもり　しんいち 大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
橋内　巧弘 はしうち　よしひろ 橋内耳鼻咽喉科 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-16-46 06-4257-3387
長谷川　哲 はせがわ　さとし 長谷川耳鼻咽喉科 〒543-0014 大阪市天王寺区玉造元町7-12 06-6767-2484
長谷川　太郎 はせがわ　たろう 長谷川耳鼻咽喉科 〒550-0023 大阪市西区千代崎2-25-13 06-6582-3387
羽田　史子 はた　ふみこ 関西電力病院耳鼻咽喉科 〒553-0003 大阪市福島区福島2-1-7 06-6458-5821
八川　公爾 はちかわ　こうじ PL病院耳鼻咽喉科 〒584-8585 富田林市新堂2204 06-6150-8000
八谷　和孝 はちや　かずたか あさひ耳鼻咽喉科 〒553-0001 大阪市福島区海老江1-2-17-1階 06-6452-3387
八田　千広 はった　ちひろ はった耳鼻咽喉科 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-6-69-1階 06-6453-4187
服部　賢二 はっとり　けんじ 住友病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-20 06-6443-1261
馬場　一泰 ばば　かずやす 大阪歯科大学附属病院耳鼻咽喉科 〒530-0016 大阪市北区中崎1-1-6 06-6361-8855
馬場　謙治 ばば　けんじ 馬場耳鼻咽喉科 〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-8-54-2階 06-6686-3387
濱田　聡子 はまだ　さとこ 関西医科大学香里病院耳鼻咽喉科 〒570-8506 守口市文園町10-15 06-6992-1001
浜田　節子 はまだ　せつこ 浜田医院 〒573-0093 枚方市東中振1-1-2 072-831-0202
林　　伊吹 はやし　いぶき いぶき耳鼻咽喉科 〒560-0003 豊中市東豊中町6-1-2　豊中大成ビル1階 06-6849-3387
林　　治博 はやし　はるひろ ハヤシ耳鼻咽喉科 〒589-0011 大阪狭山市半田1-622-1-1階 072-365-4888
林　与志子 はやし　よしこ 勝田クリニック 〒567-0846 茨木市玉島2-10-21 072-633-3111
速水　康介 はやみず　こうすけ 近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
原田　博文 はらだ　ひろふみ 原田耳鼻咽喉科 〒583-0886 羽曳野市恵我之荘3-1-7-3階 072-953-7384
原田　昌彦 はらだ　まさひこ 原田耳鼻咽喉科 〒593-8327 堺市西区鳳中町3-62-30 072-266-0157
東川　雅彦 ひがしかわ　まさひこ 大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-0012 大阪市北区芝田2-10-39 06-6372-0333
東野　正明 ひがしの　まさあき 大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221
東野　昌子 ひがしの　まさこ ひがしの耳鼻咽喉科 〒598-0071 泉佐野市鶴原5-1-3 072-464-8741
樋上　訓子 ひがみ　くにこ ひがみ耳鼻咽喉科クリニック 〒599-8123 堺市東区北野田16-31 072-237-2021
疋田　紀子 ひきた　のりこ 富田林病院耳鼻咽喉科 〒584-0082 富田林市向陽台1-3-36 0721-29-1121
平塚　康之 ひらつか　やすゆき 大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 06-6774-5111
廣瀬　正幸 ひろせ　まさゆき 大阪府立母子保健総合医療センター耳鼻咽喉科 〒594-1101 和泉市室堂町840 0725-56-1220
福瀬　信也 ふくせ　しんや フクセ耳鼻咽喉科 〒559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-10-18-2階 06-6683-8793
福森　清子 ふくもり　きよこ 福森医院 〒576-0043 交野市松塚12-21 072-891-8711



藤田　修治 ふじた　しゅうじ 高槻赤十字病院耳鼻咽喉科 〒569-1096 高槻市阿武野1-1-1 072-696-0571
藤田　　岳 ふじた　たけし 近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
藤田　信哉 ふじた　のぶや 日生病院耳鼻咽喉・頭頸部外科 〒550-0012 大阪市西区立売堀6-3-8 06-6543-3581
藤原　良平 ふじわら　りょうへい 近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
古谷　博之 ふるや　ひろゆき フルヤ耳鼻科 〒561-0831 豊中市庄内東町1-7-10-2階 06-6336-4133
細野　研二 ほその　けんじ 日生病院耳鼻咽喉・頭頸部外科 〒550-0012 大阪市西区立売堀6-3-8 06-6543-3581
前田　秀典 まえだ　ひでのり 千里中央ENTクリニック 〒560-0082 豊中市新千里東町1-2-3-206 06-6155-3387
正本　建夫 まさもと　たてお まさもとクリニック 〒547-0043 大阪市平野区平野東1-3-17 06-6791-3315
増村　千佐子 ますむら　ちさこ 市立吹田市民病院耳鼻咽喉科 〒564-0082 吹田市片山町2-13-20 06-6387-3311
松下　直樹 まつした　なおき 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
松田　美貴 まつだ　みき 松田クリニック 〒583-0007 藤井寺市林3-3-9 072-931-5551
松村　　光 まつむら　ひかる 松村医院 〒567-0882 茨木市元町1-23 072-622-2014
松本　達始 まつもと　たつじ 松本耳鼻咽喉科 〒563-0025 池田市城南3-1-15-101-3 072-754-4187
松山　浩吉 まつやま　こうきち 松山耳鼻咽喉科 〒577-0028 東大阪市新家西町8-23-2階B室 06-6784-8871
丸川　恭子 まるかわ　きょうこ 丸川耳鼻咽喉科 〒559-0001 大阪市中央区徳井町1-1-8 -2階 06-6944-0006
丸山　ひろみ まるやま　ひろみ まるやま耳鼻咽喉科 〒565-0804 吹田市新芦屋上22-1 06-6170-8126
三木　淑子 みき　よしこ 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
水上　健之亮 みずかみ　けんのすけ 水上クリニック 〒542-0067 大阪市中央区松屋町3-29 06-6765-5858
道場　隆博 みちば　たかひろ 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
南　　豊彦 みなみ　とよひこ みなみ耳鼻咽喉科クリニック 〒582-0018 柏原市大県1-9-10 072-970-3387
南　　裕隆 みなみ　ひろたか みなみ耳鼻咽喉科クリニック 〒596-0825 岸和田市土生町4-3-1-207 072-428-3341
南谷　隆明 みなみだに　たかあき いづみクリニック耳鼻咽喉科 〒599-0204 阪南市鳥取654-3 0724-72-5551
南谷　肇子 みなみだに　はつこ いづみクリニック耳鼻咽喉科 〒599-0204 阪南市鳥取654-3 072-472-5551
峰晴　昭仁 みねはる　あきひと みねはる耳鼻咽喉科 〒569-0076 高槻市出丸町6-39 072-662-3387
箕輪　靖弘 みのわ　やすひろ 野上病院耳鼻咽喉科 〒590-0021 泉南市樽井1-2-5 072-484-0007
宮崎　　信 みやざき　まこと 耳鼻咽喉科・アレルギー科　まことクリニック 〒575-0023 四條畷市楠公1-15-8-2階 072-878-4187
宮崎　裕子 みやざき　ゆうこ みやざきクリニック 〒550-0014 大阪市西区北堀江2-15-7 06-6567-8781
宮本　一良 みやもと　かずよし 宮本耳鼻咽喉科 〒579-8046 東大阪市昭和町1-3-2階 072-984-8733
三好　敏之 みよし　としゆき 三好耳鼻咽喉科 〒563-0036 池田市豊島北2-2-13 072-761-8023
宗田　由紀 むねた　ゆき 大村耳鼻咽喉科 〒618-0011 三島郡島本町広瀬5-4-5 075-963-2080
宗本　由美 むねもと　ゆみ ザ・北浜タワー耳鼻咽喉科皮膚科クリニック 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋1-7-3-3階 06-4707-8700
村本　大輔 むらもと　だいすけ 村本耳鼻咽喉科 〒589-0005 大阪狭山市狭山1-787-2階 072-366-0221
望月　裕美 もちづき　ひろみ ならむらクリニック 〒541-0042 大阪市中央区今橋3-12-7-4階 06-6205-3341
本山　壮一 もとやま　そういち 本山耳鼻咽喉科 〒551-0031 大阪市大正区泉尾1-2-19 06-6555-9716
森　　京子 もり　あつこ 市立ひらかた病院耳鼻咽喉科 〒573-1013 枚方市禁野本町2-14-1 072-847-2821



森　　克己 もり　かつみ もり耳鼻咽喉科 〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町6-882-1-1階 072-250-8669
森　　淳子 もり　じゅんこ 多根総合病院耳鼻咽喉科 〒550-0025 大阪市西区九条南1-12-21 06-6581-1071
森　　靖子 もり　やすこ やすこ耳鼻咽喉科クリニック 〒560-0053 豊中市向丘3-11-47-N101 06-6842-7001
森口　　誠 もりぐち　まこと 森口耳鼻咽喉科 〒573-0064 枚方市北中振1-16-8 072-835-7533
森崎　　昇 もりさき　のぼる 森崎耳鼻咽喉科 〒590-0971 堺市堺区栄橋町2-2-23-1階 072-232-8733
森鼻　哲生 もりはな　てつお 大阪医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331
森脇　計博 もりわき　かずひろ 森脇耳鼻咽喉科 〒547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-33-1階 06-6700-6400
文珠　正大 もんじゅ　しょうだい 文珠クリニック 〒599-8114 堺市東区日置荘西町1-23-37-B棟1階 072-288-3033
山岡　俊哉 やまおか　としや 山岡耳鼻咽喉科 〒583-0853 羽曳野市栄町5－2-2階 072-950-5302
山口　浩子 やまぐち　ひろこ 竹田耳鼻咽喉科 〒580-0014 松原市岡3-4-6 072-332-8118
山崎　典子 やまさき　のりこ 山崎医院 〒537-0013 大阪市東成区大今里南1-5-10 06-6971-3436
山下　大介 やました　だいすけ やました耳鼻咽喉科クリニック 〒598-0007 泉佐野市上町3-9-6 072-462-3341
山下　麻紀 やました　まき JCHO大阪病院耳鼻咽喉科 〒553-0003 大阪市福島区福島4-2-78 06-6441-5451
山田　　理 やまだ　おさむ おがわ耳鼻咽喉科 〒561-0832 豊中市庄内西町5-1-77-2階 06-6333-3319
山田　　佳 やまだ　けい 大阪市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121
山田　浩二 やまだ　こうじ やまだ耳鼻咽喉科 〒547-0021 大阪市平野区喜連東1-8-46 06-4302-3387
山戸　章行 やまと　あきゆき 大手前病院耳鼻咽喉科 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-34 06-6941-0484
山本　博史 やまもと　ひろふみ やまもと耳鼻咽喉科 〒573-0164 枚方市長尾谷町2-13-18-2F 072-864-1171
山本　祐三 やまもと　ゆうぞう 耳鼻咽喉科・アレルギー科　山本医院 〒572-0858 寝屋川市打上元町18-10 072-825-8881
吉岡　揮久 よしおか　きく 吉岡耳鼻咽喉科 〒589-0023 大阪狭山市大野台1-1-4 072-368-1876
吉田　淳一 よしだ　じゅんいち 吉田耳鼻咽喉科 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-6階 06-6773-6565
吉田　尚生 よしだ　たかお 大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-53 06-6774-5111
吉田　季来 よしだ　みさき 北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〒530-8480 大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221
李　　英煥 りー　よんふぁん リー耳鼻咽喉科・アレルギー科 〒565-0834 吹田市五月が丘北25-40 06-6878-3304
和田　匡史 わだ　ただし 岩野耳鼻咽喉科サージセンター 〒561-0851 豊中市服部元町1-10-19 06-6862-2910
和田　忠彦 わだ　ただひこ 関西電力病院耳鼻咽喉科 〒553-0003 大阪市福島区福島2-1-7 06-6458-5821
和田　安弘 わだ　やすひろ わだ耳鼻咽喉科 〒532-0006 大阪市淀川区西三国2-2-27-1-2F 06-6397-8733
和田　佳郎 わだ　よしろう 和田耳鼻咽喉科医院 〒546-0043 大阪市東住吉区駒川4-7-15 06-6691-4075
渡辺　猛世 わたなべ　たけよ 渡辺耳鼻咽喉科 〒537-0013 大阪市東成区大今里南1-1-18 06-6981-7000
渡邊　尚代 わたなべ　ひさよ 中村耳鼻咽喉科 〒569-0814 高槻市富田町5-24-15-101 072-693-0372 
渡邉　大樹 わたなべ　ひろき 松下記念病院耳鼻咽喉科 〒570-8540 守口市外島町5-55 06-6992-1231
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