
聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

あかぎ耳鼻咽喉科
吹田市泉町5丁目11番12号リーサイド

豊津311号室
赤城　ゆかり アカギ　ユカリ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H19.7.19

医療法人 なかむら内科
吹田市古江台4丁目２番60号千里ノ

ルテビル３０５
中村　雅一 ナカムラ　マサイチ 神経内科 音声言語機能障害 H13.1.18

医療法人　滝本耳鼻咽喉科
吹田市古江台4丁目２番60号　北千

里医療ビル402号
滝本　泰光 タキモト　ヤスミツ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 R4.6.17

医療法人　滝本耳鼻咽喉科
吹田市古江台4丁目２番60号　北千

里医療ビル402号
滝本　泰光 タキモト　ヤスミツ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 R4.6.17

医療法人　滝本耳鼻咽喉科
吹田市古江台4丁目２番60号　北千

里医療ビル402号
滝本　泰光 タキモト　ヤスミツ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 R4.6.17

医療法人　滝本耳鼻咽喉科
吹田市古江台4丁目２番60号　北千

里医療ビル402号
滝本　泰光 タキモト　ヤスミツ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 R4.6.17

医療法人 みるあ会
吹田市桃山台2丁目５番18号　晋和

ビル１Ｆ
松本　健 マツモト　ケン 耳鼻咽喉科 聴覚障害 S63.7.15

医療法人 みるあ会
吹田市桃山台2丁目５番18号　晋和

ビル１Ｆ
松本　健 マツモト　ケン 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 S63.7.15

医療法人 みるあ会
吹田市桃山台2丁目５番18号　晋和

ビル１Ｆ
松本　健 マツモト　ケン 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 S63.7.15

医療法人 みるあ会
吹田市桃山台2丁目５番18号　晋和

ビル１Ｆ
松本　健 マツモト　ケン 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 S63.7.15

医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西21番１号 宇野　淳二 ウノ　ジュンジ 脳神経外科 音声言語機能障害 R3.8.18

医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西21番１号 宇野　淳二 ウノ　ジュンジ 脳神経外科 そしゃく機能障害 R3.8.18

医療法人学緑会 おおさか往診クリニック 吹田市津雲台2丁目11番２号 田村　学 タムラ　マナブ 内科・耳鼻咽喉科 聴覚障害 H21.1.20

医療法人学緑会 おおさか往診クリニック 吹田市津雲台2丁目11番２号 田村　学 タムラ　マナブ 内科・耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H21.1.20

医療法人学緑会 おおさか往診クリニック 吹田市津雲台2丁目11番２号 田村　学 タムラ　マナブ 内科・耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H21.1.20

医療法人学緑会 おおさか往診クリニック 吹田市津雲台2丁目11番２号 田村　学 タムラ　マナブ 内科・耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H20.1.21

大阪市立弘済院附属病院 吹田市古江台6丁目2番1号 吉崎　崇仁 ヨシザキ　タカヒト 神経内科 音声言語機能障害 R2.8.14
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪市立弘済院附属病院 吹田市古江台6丁目2番1号 吉崎　崇仁 ヨシザキ　タカヒト 神経内科 そしゃく機能障害 R2.8.14

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 猪原　秀典 イノハラ　ヒデノリ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H11.1.13

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 猪原　秀典 イノハラ　ヒデノリ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H11.1.13

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 猪原　秀典 イノハラ　ヒデノリ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H11.1.13

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 猪原　秀典 イノハラ　ヒデノリ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H11.1.13

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 今井　貴夫 イマイ　タカオ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H21.8.10

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 今井　貴夫 イマイ　タカオ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H21.8.10

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 今井　貴夫 イマイ　タカオ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H21.8.10

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 今井　貴夫 イマイ　タカオ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H21.8.17

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 江口　博孝 エグチ　ヒロタカ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 R1.8.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 江口　博孝 エグチ　ヒロタカ 頭頚部外科 平衡機能障害 R1.8.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 江口　博孝 エグチ　ヒロタカ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 R1.8.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 江口　博孝 エグチ　ヒロタカ 頭頚部外科 そしゃく機能障害 R1.8.7

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 大薗　芳之 オオゾノ　ヨシユキ
耳鼻咽喉科・頭頚部

外科
聴覚機能障害 R4.8.26

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 大薗　芳之 オオゾノ　ヨシユキ
耳鼻咽喉科・頭頚部

外科
平衡機能障害 R4.8.26

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 大薗　芳之 オオゾノ　ヨシユキ
耳鼻咽喉科・頭頚部

外科
音声言語機能障害 R4.8.26

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 大薗　芳之 オオゾノ　ヨシユキ
耳鼻咽喉科・頭頚部

外科
そしゃく機能障害 R4.8.26
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 太田　有美 オオタ　ユミ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H22.4.21

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 太田　有美 オオタ　ユミ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H22.4.21

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 太田　有美 オオタ　ユミ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H22.4.21

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 太田　有美 オオタ　ユミ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H22.4.21

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 大西　諭一郎
オオニシ　ユウイチ

ロウ
脳神経外科 音声言語機能障害 H30.3.12

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 岡﨑　鈴代 オカザキ　スズヨ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H28.5.23

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 岡﨑　鈴代 オカザキ　スズヨ 頭頚部外科 平衡機能障害 H28.5.23

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 岡﨑　鈴代 オカザキ　スズヨ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H28.5.23

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 岡﨑　鈴代 オカザキ　スズヨ 頭頚部外科 そしゃく機能障害 H28.5.12

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小河　浩太郎 オガワ　コウタロウ 神経内科・脳卒中科 平衡機能障害 R4.9.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小河　浩太郎 オガワ　コウタロウ 神経内科・脳卒中科 そしゃく機能障害 R4.9.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小川　真 オガワ　マコト 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H19.5.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小川　真 オガワ　マコト 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H19.5.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小川　真 オガワ　マコト 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H19.5.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小川　真 オガワ　マコト 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H19.5.22

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 梶山　裕太 カジヤマ　ユウタ 神経内科・脳卒中科 平衡機能障害 R4.7.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 梶山　裕太 カジヤマ　ユウタ 神経内科・脳卒中科 音声言語機能障害 R4.7.27
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 梶山　裕太 カジヤマ　ユウタ 神経内科・脳卒中科 そしゃく機能障害 R4.7.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鎌倉　武史 ｶﾏｸﾗ ﾀｹﾌﾐ
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科
聴覚障害 R2.10.9

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鎌倉　武史 ｶﾏｸﾗ ﾀｹﾌﾐ
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科
平衡機能障害 R2.10.9

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鎌倉　武史 ｶﾏｸﾗ ﾀｹﾌﾐ
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科
音声言語機能障害 R2.10.9

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鎌倉　武史 ｶﾏｸﾗ ﾀｹﾌﾐ
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科
そしゃく機能障害 R2.10.9

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 木下　允 キノシタ　マコト 神経内科 音声言語機能障害 H30.7.9

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 木下　允 キノシタ　マコト 神経内科 そしゃく機能障害 H30.7.5

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 久保　武 クボ　タケシ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H17.3.29

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 久保　武 クボ　タケシ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H17.3.29

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 久保　武 クボ　タケシ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H17.3.29

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 久保　武 クボ　タケシ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H17.3.29

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小仲　邦 コナカ　クニ 神経内科 音声言語機能障害 H25.11.11

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 小仲　邦 コナカ　クニ 神経内科 そしゃく機能障害 H25.11.5

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 近藤　千雅 コンドウ　カズマサ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H19.3.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 近藤　千雅 コンドウ　カズマサ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H19.3.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 近藤　千雅 コンドウ　カズマサ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H19.3.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 近藤　千雅 コンドウ　カズマサ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H19.3.27
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 坂口　学 サカグチ　マナブ 神経内科 音声言語機能障害 H26.8.26

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 坂口　学 サカグチ　マナブ 神経内科 そしゃく機能障害 H26.8.11

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 佐藤　崇 サトウ　タカシ
耳鼻咽喉科・頭頚部

外科
聴覚障害 H27.5.19

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 佐藤　崇 サトウ　タカシ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H27.5.19

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 佐藤　崇 サトウ　タカシ 頭頚部外科 そしゃく機能障害 H27.5.13

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 島村　宗尚 シマムラ　ムネヒサ 神経内科、脳卒中科 平衡機能障害 H26.10.8

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 島村　宗尚 シマムラ　ムネヒサ 神経内科、脳卒中科 音声言語機能障害 H26.10.8

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 島村　宗尚 シマムラ　ムネヒサ 神経内科、脳卒中科 そしゃく機能障害 H26.10.8

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 須貝　文宣 スガイ　フミノブ 神経内科 音声言語機能障害 H20.5.14

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 須貝　文宣 スガイ　フミノブ 神経内科 そしゃく機能障害 H20.6.2

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鈴木　基之 スズキ　モトユキ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H28.11.11

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鈴木　基之 スズキ　モトユキ 頭頚部外科 平衡機能障害 H28.11.11

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鈴木　基之 スズキ　モトユキ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H28.11.11

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 鈴木　基之 スズキ　モトユキ 頭頚部外科 そしゃく機能障害 H28.11.10

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 高橋　正紀 タカハシ　マサキ 神経内科 音声言語機能障害 H15.1.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 高橋　正紀 タカハシ　マサキ 神経内科 そしゃく機能障害 H15.1.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 竹中　幸則 タケナカ　ユキノリ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H22.6.9
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 竹中　幸則 タケナカ　ユキノリ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H22.6.9

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 竹中　幸則 タケナカ　ユキノリ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H22.6.3

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 武本　憲彦 タケモト　ノリヒコ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H28.5.23

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 武本　憲彦 タケモト　ノリヒコ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H28.5.23

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 武本　憲彦 タケモト　ノリヒコ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H28.5.23

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 武本　憲彦 タケモト　ノリヒコ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H28.5.12

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 藤堂　謙一 トウドウ　ケンイチ 神経内科 音声言語機能障害 H29.6.9

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 藤堂　謙一 トウドウ　ケンイチ 神経内科 そしゃく機能障害 H29.6.7

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 富山　要一郎 トヤマ　ヨウイチロウ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H19.8.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 富山　要一郎 トヤマ　ヨウイチロウ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H19.8.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 富山　要一郎 トヤマ　ヨウイチロウ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H19.8.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 富山　要一郎 トヤマ　ヨウイチロウ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H19.8.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 中辻　裕司 ナカツジ　ユウジ 神経内科 平衡機能障害 H13.1.18

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 中辻　裕司 ナカツジ　ユウジ 神経内科 音声言語機能障害 H13.1.18

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 中辻　裕司 ナカツジ　ユウジ 神経内科 そしゃく機能障害 H13.1.18

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 長野　清一 ナガノ　セイイチ 神経内科 音声言語機能障害 H20.3.19

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 長野　清一 ナガノ　セイイチ 神経内科 そしゃく機能障害 H20.3.19
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 橋本　直哉 ハシモト　ナオヤ 脳神経外科 音声言語機能障害 H20.2.14

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 服部　憲明 ハットリ　ノリアキ 神経内科 音声言語機能障害 H29.8.25

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 服部　憲明 ハットリ　ノリアキ 神経内科 そしゃく機能障害 H29.8.4

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 花本　敦 ハナモト　アツシ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 花本　敦 ハナモト　アツシ 頭頚部外科 平衡機能障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 花本　敦 ハナモト　アツシ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 花本　敦 ハナモト　アツシ 頭頚部外科 そしゃく機能障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 端山　昌樹 ハヤマ　マサキ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H23.11.4

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 端山　昌樹 ハヤマ　マサキ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H23.11.4

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 端山　昌樹 ハヤマ　マサキ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H23.11.4

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 端山　昌樹 ハヤマ　マサキ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H23.11.4

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 福角　隆仁 フクスミ　タカヒト 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 福角　隆仁 フクスミ　タカヒト 頭頚部外科 平衡機能障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 福角　隆仁 フクスミ　タカヒト 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 福角　隆仁 フクスミ　タカヒト 頭頚部外科 そしゃく機能障害 H27.7.15

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 細川　清人 ホソカワ　キヨヒト 耳鼻咽喉科 聴覚障害 R1.8.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 細川　清人 ホソカワ　キヨヒト 頭頚部外科 平衡機能障害 R1.8.20
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 細川　清人 ホソカワ　キヨヒト 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 R1.8.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 細川　清人 ホソカワ　キヨヒト 頭頚部外科 そしゃく機能障害 R1.8.7

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 三原　雅史 ミハラ　マサヒト 神経内科 音声言語機能障害 H24.7.11

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 三原　雅史 ミハラ　マサヒト 神経内科 そしゃく機能障害 H24.7.6

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 望月　秀樹 モチヅキ　ヒデキ 神経内科、脳卒中科 平衡機能障害 R4.5.20

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 山本　洋一 ヤマモト　ヨウイチ 神経内科 平衡機能障害 H13.7.19

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 山本　洋一 ヤマモト　ヨウイチ 神経内科 音声言語機能障害 H13.7.19

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 山本　洋一 ヤマモト　ヨウイチ 神経内科 そしゃく機能障害 H13.7.19

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 山本　佳史 ヤマモト　ヨシフミ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H18.6.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 山本　佳史 ヤマモト　ヨシフミ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H21.7.14

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 山本　佳史 ヤマモト　ヨシフミ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H18.6.27

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘２番15号 山本　佳史 ヤマモト　ヨシフミ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H18.7.7

かねこ耳鼻咽喉科クリニック
吹田市津雲台1丁目1番4号リーザス南

千里クリニックモール2階
金子　明弘 カネコ　アキヒロ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H14.7.15

くもい耳鼻咽喉科
吹田市千里山東4丁目6番10号　ウエ

ストフィールド７・１号室
雲井　一夫 クモイ　カズオ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 R4.4.28

くもい耳鼻咽喉科
吹田市千里山東4丁目6番10号　ウエ

ストフィールド７・１号室
雲井　一夫 クモイ　カズオ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 R4.4.28

くもい耳鼻咽喉科
吹田市千里山東4丁目6番10号　ウエ

ストフィールド７・１号室
雲井　一夫 クモイ　カズオ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 R4.4.28

くもい耳鼻咽喉科
吹田市千里山東4丁目6番10号　ウエ

ストフィールド７・１号室
雲井　一夫 クモイ　カズオ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 R4.4.28
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 池堂　太一 イケドウ　タイチ 脳神経外科 音声言語機能障害 R4.6.17

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 佐藤　徹 サトウ　テツ 脳神経外科 音声言語機能障害 H30.5.15

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 豊田　一則 トヨダ　カズノリ 脳血管内科 音声言語機能障害 H25.12.10

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 森　久恵 モリ　ヒサエ 脳神経外科 音声言語機能障害 H24.6.11

国立研究開発法人

                    国立循環器病研究センター
吹田市岸部新町６番１号 横田　千晶 ヨコタ　チアキ

リハビリテーション科・脳

血管内科
音声言語機能障害 H28.8.9

耳鼻咽喉科すながクリニック
吹田市岸部北2丁目１番16号吹田千

里ガーデンビル１Ｆ
須永　壮一 スナガ　ソウイチ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H21.11.13

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 鈴木　学 スズキ　マナブ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H29.7.10

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 鈴木　学 スズキ　マナブ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H29.7.10

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 鈴木　学 スズキ　マナブ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H29.7.10

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 鈴木　学 スズキ　マナブ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H29.7.6

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 西川　周治 ニシカワ　シュウジ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H30.6.8

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 西川　周治 ニシカワ　シュウジ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 H30.6.8

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 西川　周治 ニシカワ　シュウジ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H30.6.8

社会福祉法人恩賜財団

                         大阪府済生会吹田病院
吹田市川園町１番２号 西川　周治 ニシカワ　シュウジ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 H30.6.7

社会福祉法人こばと会いのこの里診療所 吹田市山田西1丁目26番27号 玉置　由子 タマオキ　ヨシコ 内科・小児科 音声言語機能障害 H19.6.12

たぐち耳鼻咽喉科クリニック
吹田市竹見台４丁目2番1号ディアコー

トS２階
田口　大藏 タグチ　ダイゾウ

耳鼻咽喉科・小児耳

鼻咽喉科・アレルギー

科

聴覚障害 R3.12.22

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 上塚　学 ウエツカ　サトル 耳鼻咽喉科 聴覚障害 R4.6.17
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聴　覚　・　平　衡　・　音　声　言　語　・　そ　し　ゃ　く

病院等名称 病院等所在地 指定医師名 フリガナ 診療科目 障がい分野 指定年月日

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 神原　留美 カンバラ　ルミ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 H27.2.9

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 山戸　章行 ヤマト アキユキ 耳鼻咽喉科 聴覚障害 R2.10.9

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 山戸　章行 ヤマト アキユキ 耳鼻咽喉科 平衡機能障害 R2.10.9

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 山戸　章行 ヤマト アキユキ 耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 R3.9.15

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市岸部新町５番７号 山戸　章行 ヤマト アキユキ 耳鼻咽喉科 そしゃく機能障害 R3.9.15

本城耳鼻咽喉科 吹田市青山台3丁目27番３号 本城　祐一郎
ホンジョウ　ユウイチ

ロウ
耳鼻咽喉科 聴覚障害 H16.7.5

本城耳鼻咽喉科 吹田市青山台3丁目27番３号 本城　祐一郎
ホンジョウ　ユウイチ

ロウ
耳鼻咽喉科 音声言語機能障害 H16.7.5
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