
先進医療実施施設一覧：大阪府                 2019 年 8 月 20 日現在 

●先進医療登録システムに登録し、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(※)」に掲載されている施設

情報を掲載しています。情報更新のタイミングにより、双方の情報が異なる場合がありますのでご注意ください。 

 ※先進医療を実施している医療機関の一覧：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html 

●掲載されている実施施設につきまして、その診療内容を当学会が保証するものではありません。 

公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 

施設名 郵便番号 住所 電話番号 

医療法人 聖明会 坪井眼科 〒550-0014 
大阪市西区北堀江 1-3-2  
Being 四ツ橋ビル  

06-6538-4644 

医療法人 コスモス会 フジモト眼科 〒530-0041 
大阪市北区天神橋 6-6-4  
平蔵ビル 2 階  

06-6351-1880 

医療法人 ハマダ眼科 〒541-0046 
大阪市中央区平野町 2-1-2  
沢の鶴ビル８F  

06-6202-7614 

医療法人 良仁会 柴眼科医院 〒535-0021 大阪市旭区清水 3-1-14   06-6954-3914 

小林眼科 〒574-0015 大東市野崎 1-6-26   072-863-3800 

独立行政法人地域医療機能推進機構  
大阪みなと中央病院 

〒552-0021 大阪市港区築港 1-8-30   06-6572-5721 

医療法人仁志会 西眼科病院 〒537-0025 大阪市東成区中道 4-14-26   06-6981-1132 

大阪市立大学医学部附属病院 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町 1-5-7   06-6645-3867 

医療法人 創夢会 むさしドリーム眼科 〒543-0027 大阪市天王寺区筆ケ崎町 5-52-203  06-6772-6341 

山岸眼科 〒573-0032 
枚方市岡東町 5-23  
アーバンエース枚方ビル 3 階  

072-861-2157 

医療法人 増進会 本田眼科クリニック 〒567-0032 
茨木市西駅前町 9-29  
ウェーブワンビル 3 階  

072-624-0678 

医療法人 行岡医学研究所 行岡病院 〒530-0021 大阪市北区浮田 2-2-3   06-6371-9921 

やまぐち眼科 〒575-0003 
四條畷市岡山東 1-8-3  
39 ビル 1Ｆ 

072-878-2085 

医療法人 新緑瞳会 杉田眼科クリニック 〒537-0014 
大阪市東成区大今里西 1 丁目 26-5  
ロハスプラザ今里 2 階  

06-6977-7720 

多根記念眼科病院 〒550-0024 大阪市西区境川 1-1-39   06-6581-5800 

医療法人 原眼科医院 〒560-0021 
豊中市本町 1-9-20  
ラミアーレ豊中２階 

06-6852-0153 

医療法人 優光会  
おかもと眼科クリニック 

〒591-8025 
堺市北区長曾根町 3069-6  
新金岡ビル 4F  

072-246-4113 

医療法人 法星会 はい眼科 
〒 594-0041
  

和泉市いぶき野 5 丁目 1-11  
エコールいずみ 2F  

0725-56-8177 

医療法人 敬生会 フジモト眼科 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 1 丁目3 番 22 号  06-6704-5561 

医療法人 星明会 南眼科 〒573-1183 枚方市渚南町 24-12 072-807-3412 

一般財団法人 住友病院 〒530-0005 大阪市北区中之島 5 丁目 3 番 20 号  06-6443-1261 

医療法人東和会第一東和会病院 〒569-0081 高槻市宮野町 2-17   0726-71-1008 

くぼ眼科クリニック 〒538-0053 
大阪市鶴見区鶴見 3-13-37  
つるみクリニックビル２階  

06-6915-7761 
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関西医科大学附属枚方病院 〒573-1010 枚方市新町 2-5-1   072-804-0101 

医療法人 太咲会 みずのや眼科 〒569-1115 
高槻市古曽部町 2-13-4  
MR ビル 2F 

072-690-7555 

医療法人 永井眼科 〒567-0891 茨木市水尾 3 丁目 8-5   072-635-1519 

松本眼科 〒557-0041 大阪市西成区岸里 1-1-4  06-6616-7534 

社会医療法人 生長会 府中病院 〒594-0076 和泉市肥子町 1-10-17 0725-43-1234 

関西医科大学 総合医療センター 〒570-8507 守口市文園町 10-15 06-6992-1001 

大阪医科大学附属病院 〒569-8686 高槻市大学町 2-7 072-683-1221 

医療法人 かみづる眼科 〒545-0001 
大阪市阿倍野区天王寺町北3-11-4  
AT ビル 2 階 

06-6714-8686 

国家公務員共済組合連合会 大手前病院 〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-5-34   06-6941-0484 

はやかわ眼科 〒534-0021 
大阪市都島区都島本通 3-24-7 
K1 ビル 101  

06-6922-8998 

医療法人 聖佑会  
おおしま眼科クリニック 

〒569-0055 
高槻市西冠 1-12-8  
たかつき西冠ビル 2 階  

072-676-8900 

社会医療法人 愛仁会 高槻病院 〒569-1192 高槻市古曽部町 1-3-13   072-681-3801 

株式会社 互恵会 大阪回生病院 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 1-6-10   06-6393-7278 

ゆう眼科 〒573-0126 
枚方市津田西町 2-33-3  
オカモトビル 1F  

072-807-7831 

大浦アイクリニック 〒572-0082 寝屋川市香里本通町 8-1 072-834-2314 

関西医科大学 香里病院 〒572-8551 寝屋川市香里本通町 8 番４5 号  072-832-5321 

大阪掖済会病院 〒550-0022 大阪市西区本田 2-1-10   06-6581-2881 

医療法人 清澄会 中田眼科 〒569-0825 高槻市栄町 4-15-6   072-690-6262 

医療法人 さわだ眼科 〒591-8023 
堺市北区中百舌鳥町 2-39  
クリスタルなかもず 301  

072-258-8025 

医療法人 明誠会 眼科高橋クリニック 〒547-0027 
大阪市平野区喜連 4-8-53 
大一興産ビル 1F  

06-6760-7622 

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッ
ション 淀川キリスト教病院 

〒533-0024 大阪市東淀川区柴島 1-7-50   06-6322-2250 

医療法人 晃晴会 もりの眼科診療所 〒555-0022 大阪市西淀川区柏里 2-8-14   06-6471-0270 

医療法人 慈明会 こうやま眼科 〒573-0022 
枚方市宮之阪 3 丁目 6-31  
宮之阪駅前ビル 2 階  

072-805-3270 
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高槻赤十字病院 〒569-1096 高槻市阿武野 1-1-1   072-696-0571 

医療法人 敬仁会 今里胃腸病院 〒544-0015 大阪市生野区巽南 3-19-3   06-6752-7531 

医療法人 大谷眼科クリニック 〒544-0034 大阪市生野区桃谷 3-6-5   06-6718-8600 

医療法人 宏明会 福地眼科 〒537-0013 大阪市東成区大今里南 6-5-17  06-6975-1230 

医療法人 契成会 ひのうえ眼科 〒580-0032 松原市天美東 8 丁目 1 番 23 号  072-337-8186 

医療法人社団 稜歩会  
神戸神奈川アイクリニック 梅田院 

〒530-0018 
大阪市北区小松原町 3-3  
OS ビル 17 階  

06-6313-5561 

あい眼科クリニック 〒595-0804 泉北郡忠岡町馬瀬 3-4-1   0725-22-8180 

いまいずみ眼科クリニック 〒573-1106 
枚方市町楠葉 1-6-6  
くずはサングリーンビル 4F  

072-867-2525 

市立貝塚病院 〒597-0015 貝塚市堀 3 丁目 10 番 20 号   072-422-5865 

医療法人 岩下眼科 〒572-0047 寝屋川市大利元町 3-2   072-827-0001 

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 〒573-0153 枚方市藤阪東町 1 丁目 2-1   072-858-8233 

医療法人 睦会 福井眼科 〒566-0011 
摂津市千里丘東 1-11-9 
ナンノビル 

072-625-1635 

医療法人 翔洋会 南大阪アイクリニック 〒590-0402 泉南郡熊取町大久保北 3-174-6  072-453-1750 

かわさき眼科クリニック 〒569-1142 
高槻市宮田町 1-29-18  
たかつき宮田町ビル 3F  

072-690-7540 

いくの眼科 〒532-0023 
大阪市淀川区十三東 2 丁目9-10  
十三駅前医療ビル 3 階  

06-6309-4930 

なかやま眼科クリニック 〒553-0006 
大阪市福島区吉野 1-21-7  
センチュリーハイツ O.H１階  

06-4803-8866 

医療法人 たかやま眼科 〒565-0855 
吹田市佐竹台 1-4-1  
クリニックモール 302  

06-6871-5200 

医療法人 新緑瞳会 竹中眼科クリニック 〒550-0024 
大阪市西区境川 1-1-31  
境川メディカルセンタービル 4F  

06-6585-3700 

医療法人 誉祐会 はりの眼科 〒533-0023 
大阪市東淀川区東淡路 4-28-14  
E's メディテラス 2F  

06-6195-5777 

よねだ眼科・整形外科クリニック 〒578-0972 
東大阪市鴻池町 2 丁目 1-29  
協栄ハイツ 1 階  

06-6748-7575 

よしだ眼科クリニック 〒552-0007 
大阪市港区弁天 1-3-3  
クロスシティ弁天町 2 階  

06-6572-0003 

医療法人 沖縄徳洲会 吹田徳洲会病院 〒565-0814 吹田市千里丘西 21 番 1 号   06-6878-1110 

社会福祉法人 恩賜財団  
大阪府済生会中津病院 

〒530-0012 
大阪市北区芝田 2 丁目 10 番 39 号 
  

072-655-7277 
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江富眼科 〒586-0012 
河内長野市菊水町 2-6  
荒川菊水ビル３F  

0721-50-1166 

さくらもと眼科 〒586-0001 河内長野市木戸 3 丁目 41 番 10 号  0721-50-1146 

にしがき眼科 〒569-1123 
高槻市芥川町 2-14-21  
サージュビル本館２F 

072-681-5150 

医療法人 志成会 つじおか眼科 〒547-0027 大阪市平野区喜連 1-1-11   06-6701-1101 

大阪大学医学部附属病院 〒565-0871 吹田市山田丘 2-15   06-6879-5111 

医療法人 小路眼科クリニック  〒534-0011 
大阪市都島区高倉町 2-1-4  
MEC ビル 2 階  

06-6929-1122 

市立池田病院  〒563-8510 池田市城南 3-1-18   072-751-2881 

医療法人 星和会 ホシノ眼科  〒576-0041 交野市私部西 1 丁目 33-21  072-892-2020 

医療法人 真山会 山口眼科  〒544-0011 大阪市生野区田島 6-6-17   06-6224-4747 

まつもと眼科クリニック  〒563-0025 
池田市城南 3-1-15   
ザ・ライオンズ池田 I 棟 101－2  

072-753-1200 

医療法人 愛葉会 しま眼科クリニック  〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 1-36-6  06-6307-2311 

医療法人 博明会 ふくだ眼科  〒560-0084 豊中市新千里南町 2－28－6  06-6873-5180 

医療法人 川崎眼科  〒586-0048 
河内長野市三日市町 1118-1 
日野谷ビル２F  

0721-69-0113 

たかおか眼科クリニック  〒558-0041 
大阪市住吉区南住吉 1-4-7  
メディカルセンター長居 2F 

06-6608-1000 

三木眼科クリニック  〒590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通 2-1 谷和ビル 6 階 072-228-7205 

南里眼科  〒558-0011 大阪市住吉区苅田 9-15-26   06-6696-8732 

医療法人 三間眼科医院  〒557-0054 大阪市西成区千本中 2-12-11   06-6661-2843 

医療法人 悠人会 高島眼科  〒561-0881 
豊中市中桜塚 2-20-12  
田中ビル 2F  

06-4865-5311 

医療法人 聖佑会  
おおしま眼科池本クリニック  

〒581-0869 八尾市桜ケ丘 1 丁目 10-2-2 階  072-975-6011 

医療法人 医心会 さだ眼科  〒593-8315 大阪府堺市西区菱木 1-2229-2 072-260-0812 

医療法人 朋昌会 かやざわ眼科 〒599-8114 堺市東区日置荘西町 1 丁目35-17 072-285-7800 

まつもと眼科 〒564-0082 吹田市片山町 2-4-1 06-6389-0001 

医療法人 徳洲会 八尾徳洲会総合病院 〒581-0011 八尾市若草町 1-17 072-993-8501 
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医療法人 郁生会 あめみや眼科 〒565-0823 吹田市山田南 30-8 村田ビル 2 階 06-6155-6541 

社会医療法人 三和会 永山病院 〒590-0406 泉南郡熊取町大久保東 1-1-10 072-453-1122 

公益財団法人 田附興風会医学研究所 
北野病院 

〒530-8480 大阪市北区扇町 2-4-20 06-6131-1221 

医療法人 吉原会 吉原眼科医院 〒567-0828 茨木市舟木町 2-7 ルブラン2 階 072-634-1112 

医療法人 清廉会 ふくなが眼科 〒569-1144 高槻市大畑町 8-7 グランウェスト 2 階 072-695-2121 

あたか眼科 〒577-0056 
東大阪市長堂 1-5-6 
布施駅前セントラルビル 1 階 

06-4307-5250 

医療法人 つじかわ眼科 〒577-0802 
東大阪市小阪本町 1-4-1 
河内小阪駅南商業ビル２階 

06-6748-0101 

医療法人由仁会 岡本眼科 〒577-0034 東大阪市御厨南 2-2-24 06-6788-3808 

医療法人幸樹会 たかはし眼科 〒566-0034 
摂津市香露園 33-10 
第２三宅コーポ 1 階 

072-632-8600 

澤眼科医院 〒567-0802 茨木市総持寺駅前町 6-13 072-622-1132 

福本眼科クリニック 〒545-0035 大阪市阿倍野区北畠 2 丁目3-3 06-4703-3575 
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