日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医名簿
京都府地方部会110名
平成29年5月現在
氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

赤城 光代

607-8481 京都市山科区北花山中道町35-31

赤城医院

075-581-5436

浅野 純志

603-8462 京都市北区大宮玄琢北町8-26

浅野耳鼻咽喉科クリニック

075-492-2553

阿部耳鼻咽喉科医院

0771-22-8797

阿部 登
新井 啓仁
井口 福一郎
池淵 嘉一郎

621-0804

亀岡市追分町馬場通9-9
ヤマグチSSビル3階

602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465
京都市上京区青龍町209
エクレール葵101
向日市寺戸町八ノ坪122
617-0002
洛西口クリニックビル2階
602-0822

石川 知子

606-8352 京都市左京区東山二条下ル東

石川 正昭

606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

石坂 成康

620-8505 福知山市厚中町231

井上 功

京都府立医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
医療法人 福耳会
耳鼻咽喉科 いぐちクリニック

075-251-5603
075-744-1390

いけぶちクリニック

075-924-1187

石川耳鼻咽喉科医院

075-751-0100

京都大学大学院医学研究科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
市立福知山市民病院
耳鼻いんこう科

075-751-3346
0773-22-2101

621-0834 亀岡市篠町広田2-20-13

井上耳鼻咽喉科医院

0771-25-8733

井上 秀蔵

624-0816 舞鶴市伊佐津319

井上耳鼻いんこう科

0773-76-3325

井上 麻美

603-8151 京都市北区小山下総町27

京都鞍馬口医療センター
耳鼻咽喉科

075-441-6101

井上 靖二

617-0825 長岡京市一文橋2-29-10

井上耳鼻咽喉科医院

075-955-3973

井村 晴美

606-8114 京都市左京区一乗寺北大丸町59-2

井村耳鼻咽喉科医院

075-791-8856

牛嶋 千久

604-8411 京都市中京区聚楽廻南町41-2

聚楽 うしじまクリニック

075-384-0408

内田 真哉

602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5

京都第二赤十字病院
耳鼻咽喉科・気管食道外科

075-231-5171

大岡 正人

600-8329

大川 正直

600-8096 京都市下京区東洞院通仏光寺下ル高橋町604

四条高倉大川クリニック

075-353-3336

大嶋 章裕

611-0042 宇治市小倉町神楽田10-5

医療法人社団英栄会
大嶋耳鼻咽喉科医院

0774-20-1234

耳鼻咽喉科大島医院

075-417-3387

京都市下京区西洞院通正面下ル鍛冶屋町435（医）大岡医院七条診療所
1

京都市上京区烏丸通鞍馬口下ル上御霊中町
457-10

075-371-3387

大島 渉

602-0894

大槻 尚

623-0053 綾部市宮代町土代14

大槻医院

0773-42-0885

大西 弘剛

616-8076 京都市右京区太秦安井辻ノ内町19-11

おおにし耳鼻咽喉科クリニック

075-813-0024

大野 恒久

615-8256 京都市西京区山田平尾町17

京都桂病院
耳鼻咽喉科

075-391-5811

606-8395 京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町34

耳鼻咽喉科大前医院

075-771-2942

大森 孝一

606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

京都大学大学院医学研究科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

075-751-3343

大山 孜郎

612-0029 京都市伏見区深草西浦町6-53-1

医療法人 大山医院

075-645-0330

岡村 明人

619-1127 木津川市南加茂台9-19-2

岡村耳鼻咽喉科医院

0774-76-7126

ひろしば耳鼻咽喉科

0774-64-0789

洛東耳鼻咽喉科医院

075-501-0033

大前 隆

荻野 枝里子
奥村 雅史

京田辺市山手西2-2-3
日東西ビル2階・3階
京都市山科区音羽役出町1-30
607-8076
山科ロイヤルビル2階
610-0355

小野 寿之

601-1423 京都市伏見区日野西風呂町5

なごみの里病院

075-572-0634

加藤 尚美

600-8361 京都市下京区大宮通花屋町上ル堀之上町541

耳鼻咽喉科 加藤医院

075-351-9281

604-8845 京都市中京区壬生東高田町1-2

京都市立病院 耳鼻咽喉科

075-311-5311

629-0197 南丹市八木町八木上野25

公立南丹病院
耳鼻咽喉科

0771-42-2510

神谷 透
栢野 香里
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氏 名

郵便番号

嘉山 仁

606-8003

所在地

施設名

京都市左京区山端川原町2-5
ナガイビル2階

電話番号

カヤマ耳鼻咽喉科医院

075-723-3382

岸本 逸平

606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

京都大学大学院医学研究科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

075-751-3346

岸本 満喜子

604-8855 京都市中京区壬生淵田町1-5

岸本医院

075-311-2780

くすみ耳鼻咽喉科クリニック

075-603-3387

京都市伏見区東浜南町670
カーサ東浜1階

楠見 妙子

612-8213

熊谷 晴美

600-8876 京都市下京区西七条南中野町8

小島 憲
児嶋 久剛
後藤 英一郎
小宮 精一

604-8798 京都市中京区六角通新町西入西六角町109
京都市左京区下鴨前萩町5-9
北山INING23ビル2階
木津川市吐師山下1
619-0221
吐師医療ビル2階
京都市左京区高野西開町55-2
606-8103
藤田ビル2階
606-0833

坂口 博史

602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

櫻井 弘徳

604-8152

佐渡 文彦

京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町652
烏丸ハイメディックコート5階
京都市山科区四ノ宮垣ノ内町1
607-8041
SUNYOU1階A

京都南病院
耳鼻咽喉科
京都逓信病院
耳鼻咽喉科

075-312-7361
075-241-7167

児嶋耳鼻咽喉科

075-724-1187

ごとう耳鼻咽喉科

0774-73-8733

小宮耳鼻咽喉科医院

075-721-8670

京都府立医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

075-251-5603

京樹会四条烏丸耳鼻咽喉科

075-252-3387

さど耳鼻咽喉科クリニック

075-595-3387

佐藤 文彦

606-8285 京都市左京区北白川東久保田町1

佐藤耳鼻咽喉科気管食道科医院

075-722-3387

重松 聡子

614-8367 八幡市男山長沢23-12

しげまつ耳鼻咽喉科医院

075-981-8733

柴田 修宏

606-8306 京都市左京区吉田中阿達町38-8

柴田クリニック

075-751-6600

611-0031 宇治市広野町茶屋裏3-3

今村医院

0774-41-6300

白石 修悟

615-8072 京都市西京区桂木ノ下町1-116

白石耳鼻咽喉科医院

075-394-8741

杉田 公美

613-0911 京都市伏見区淀木津町612-12

金井病院
耳鼻咽喉科

075-631-1215

鈴木 敏弘

616-8104

すずき耳鼻咽喉科医院

075-861-4133

田浦 晶子

612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1

京都医療センター
耳鼻咽喉科・頭頸部外科

075-641-9161

高北 晋一

601-1375

耳鼻咽喉科たかきたクリニック

075-573-4133

たかだ耳鼻咽喉科・小児科クリニック

072-850-3344

下田 裕美子

髙田 剛資

京都市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1階

京都市伏見区醍醐高畑町30-1-2-22
パセオ・ダイゴロー西館1階
大阪府枚方市楠葉花園町11-3
573-1121
京阪くずはメディケアモール2階

竹内 章

603-8126 京都市北区小山上板倉町65

竹内医院

075-491-0114

竹之内 剛

603-8232 京都市北区紫野東野町1-1

竹之内耳鼻咽喉科

075-431-8474

立本 圭吾

605-0009

たてもと耳鼻咽喉科クリニック

075-752-3387

さくら耳鼻咽喉科たにぐちクリニック

075-583-5177

谷口 善知

京都市東山区三条大橋東入大橋町94
三条鈴木ビル5階
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29-2
607-8080
町塚ビル2階

谷村 史子

610-0313 京田辺市三山木田中34

谷村医院

0774-62-0221

田林 徳昭

611-0027 宇治市羽拍子町84-1

田林耳鼻咽喉科医院

0774-48-2411

寺薗 富朗

616-8361 京都市右京区嵯峨中通町13

耳鼻咽喉気管食道科アレルギー科
てらぞの医院

075-882-8600

610-1142 京都市西京区大枝東新林町3-2

医療法人 耳鼻咽喉科豊田医院

075-332-7700

なかい耳鼻咽喉科

075-241-3387

耳鼻咽喉科なかお医院

075-381-8500

豊田 弥八郎
中井 茂
中尾 美穂

京都市中京区東洞院通二条下ル瓦之町391
シンフォニア御池4階
京都市西京区松尾大利町11-1
615-8282
松尾メディカル・スクエア2階2-B
604-0837

中村 高志

602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

京都府立医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

075-251-5603

西村 京子

617-0823 長岡京市長岡2-1-41

天神西村クリニック

075-958-3387

西村 秀夫

601-1462 京都市伏見区小栗栖森本町20-105

医療法人 西村耳鼻咽喉科医院

075-573-0161

西村 泰彦

617-0823 長岡京市長岡2-1-41

天神西村クリニック

075-958-3387
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氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

西山 彰子

600-8872 京都市下京区西七条南東野町158

耳鼻咽喉科西山医院

075-313-0637

二之湯 修

614-8093 八幡市八幡三本橋18-181

にのゆ耳鼻咽喉科医院

075-981-8878

任

602-0059

書熹

信原 健二

京都市上京区油小路今出川上ル実相院町151任医院
22
京都府立医科大学附属北部医療センター
629-2261 京都府与謝郡与謝野町男山481
耳鼻咽喉科

服部 康夫

607-8301 京都市山科区西野山百々町185-2

花満 雅一

617-0002

075-431-2313
0772-46-3371

医療法人 耳鼻咽喉科服部医院

075-591-0033

はなみつ耳鼻咽喉科

075-934-8879

612-8041 京都市伏見区魚屋町569

林戸耳鼻咽喉科医院

075-601-0386

日向 美知

603-8833 京都市北区大宮東総門口町21

日向耳鼻咽喉科医院

075-491-8733

兵 佐和子

600-8387 京都市下京区大宮通松原上ル高辻大宮町132

医療法人社団 兵耳鼻咽喉科医院

075-841-2049

兵庫 美砂子

602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

平杉 嘉平太

615-0913 京都市右京区梅津南上田町1

林戸 功

向日市寺戸町初田19-3
K&Cプラザ2F

平原 知美

602-0056 京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町845

福島 一登

604-0814

福田 佳三
藤本 康子

京都市中京区東洞院通二条上ル壺屋町531
LUXESTAGE御所南1階

京都府立医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
医療法人平盛会
耳鼻咽喉科平杉クリニック
クリニックほりかわ
耳鼻咽喉科

075-251-5603
075-882-5774
075-441-8185

医療法人京樹会 福島クリニック

075-257-5808

607-8412 京都市山科区御陵四丁野町54-3

ふくだ耳鼻咽喉科クリニック

075-581-2360

604-8798 京都市中京区六角通新町西入西六角町109

京都逓信病院
耳鼻咽喉科

075-241-7167

601-8328 京都市南区吉祥院九条町34

布施耳鼻咽喉科医院

075-691-0047

617-0002 向日市寺戸町殿長19

医）昌優会
耳鼻咽喉科ふるかわクリニック

075-922-3387

623-0063 綾部市広小路3-50

医）耳鼻咽喉科星谷医院

0773-42-8755

堀江 理恵

524-0022 滋賀県守山市守山5-7-30

滋賀県立小児保健医センター
耳鼻咽喉科

077-582-6203

前田 憲男

620-0875 福知山市堀今岡2450-1

前田耳鼻咽喉科医院

0773-22-2865

牧野 市郎

613-0904 京都市伏見区淀池上町82-1

耳鼻咽喉科牧野医院

075-631-3387

松井 隆史

607-8212 京都市山科区勧修寺西栗栖野町250

医療法人 耳鼻咽喉科松井医院

075-581-2612

松岡 秀樹

606-8211 京都市左京区田中西大久保町42

耳鼻咽喉科松岡医院

075-781-2751

松岡 浩史

612-8495 京都市伏見区久我森の宮町15-23

松岡耳鼻いんこう科

075-924-4133

松川 俊一

619-0232

医療法人社団 松桜会 松川耳鼻咽喉科医
院

0774-72-8851

松波 達也

603-8122 京都市北区小山花ノ木町18-1

耳鼻咽喉科まつなみクリニック

075-493-8741

水田 康雄

612-0889 京都市伏見区深草直違橋4-348

水田医院

075-641-1440

水野 佳世子

606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

京都大学大学院医学研究科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

075-751-3346

にしはら耳鼻咽喉科

075-256-8741

布施 清
古川 昌幸
星谷 勤

京都府相楽郡精華町桜が丘4-24-17
桜が丘医療ビル1階

京都市中京区堺町通竹屋町上ル橘町82-2
T.K.H ENTビル3階

宮田 耕志

604-0802

村上 匡孝

610-0351 京田辺市大住ヶ丘4-6-6

医療法人 村上クリニック

0774-64-8888

602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5

京都第二赤十字病院
耳鼻咽喉科・気管食道外科

075-231-5171

本河 一郎

625-0036 舞鶴市字浜758

耳鼻咽喉科本河医院

0773-63-8733

森岡 稔勝

614-8365

医療法人 もりおか耳鼻咽喉科医院

075-972-5733

安野 友博

604-8183 京都市中京区高倉通三条上ル東片町621

耳鼻咽喉科安野医院

075-255-3975

安野 博樹

604-8183 京都市中京区高倉通三条上ル東片町621

耳鼻咽喉科安野医院

075-255-3975

605-0981 京都市東山区本町15-749

京都第一赤十字病院
耳鼻咽喉科

075-561-1121

村上 怜

山本 聡

八幡市男山金振1-32
RBビル101
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氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

山本 達之

612-0051 京都市伏見区墨染町721

山本耳鼻咽喉科医院

075-642-7567

横山 尚樹

620-0043 福知山市北栄町56-8

医療法人社団尚仁会 横山耳鼻咽喉科

0773-22-2121

吉松 政喜

612-8401 京都市伏見区深草下川原町31-7

吉松耳鼻咽喉科医院

075-641-3251

和歌 信彦

600-8811

のぶ耳鼻咽喉科クリニック

075-812-3387

渡辺 吉弘

604-8457 京都市中京区西ノ京馬代町12-17

渡辺医院

075-463-3919

京都市下京区中堂寺坊城町65
パークスクエア1階
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