
木津川市保健事業協力医療機関 

令和２年４月1日現在 

（地域別・医科歯科別・あいうえお順） 

No. 医療機関 電話 所在地 診療科目 

1 あさの内科クリニック  73-5888 木津川台7丁目1-3 内科・消化器科・循環器科  

2 飯田医院  72-0055 木津町瓦谷56 内科・小児科・放射線科  

3 いさじ医院  75-2153 木津西小林10-1 外科・内科・整形外科  

4 いしわりこどもクリニック  71-8212 州見台8丁目4-10 小児科・アレルギー科  

5 いとうクリニック  71-5511 木津池田34-6 泌尿器科・人工透析  

6 いわたレディースクリニック  39-3999 相楽台1-1-1イオンモール高の原3F 産婦人科・女性内科  

7 小堤医院  73-2554 州見台3丁目8-5 内科・小児科・アレルギー科  

８ 河村医院  72-0130 相楽台2丁目2-15 胃腸科・外科・内科  

9 吉川医院  72-5800 木津雲村151 内科・放射線科  

10 きゅうまウイメンズクリニック  71-8163 州見台7丁目1-28 産婦人科・内科  

11 くろだクリニック  73-0255 城山台７丁目43-3 内科・小児科・消化器内科 

12 こいし整形外科  73-5738 州見台8丁目4-8 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科  

13 小出医院  72-9090 兜台7丁目5-9 内科  

14 ごとう耳鼻咽喉科  73-8733 吐師山下1 吐師医療ビル2F 耳鼻咽喉科・アレルギー科  

15 ささき整形外科  72-8525 木津町西垣外37 整形外科・リウマチ科  



16 たけもとクリニック 75-1122 梅美台1丁目1-1 フォレストモール木津川 内科・小児科・循環器内科・糖尿病内科 

17 たむら耳鼻咽喉科  94-6833 城山台7丁目４３-4 耳鼻咽喉科  

18 つじのうえクリニック  73-9293 州見台7丁目1-14 内科・小児科  

19 つなもと医院  71-5400 兜台3丁目3-1 小児科･内科  

20 とうじ診療所  73-3895 相楽大徳55-4 内科・外科・整形外科  

21 豊田耳鼻咽喉科医院 72-5525 木津駅前1丁目23フロント木津1F 耳鼻咽喉科  

22 中島整形外科  71-4343 吐師南中条5-1 整形外科・リハビリテーション科  

23 長井小児科医院  73-2335 木津殿城66-6 小児科  

24 錦見医院  72-5860 相楽台9丁目3-7 内科・小児科  

25 橋本医院  73-0440 木津清水89 皮膚科・泌尿器科・内科  

26 はただ診療所  73-8880 市坂六本木76 精神科・神経科・内科  

27 華クリニック  72-2747 兜台4丁目3-9 産婦人科・女性内科  

28 林こころのクリニック  75-2777 木津駅前1丁目23フロント木津2F 精神科・心療内科  

29 藤川医院  72-5811 相楽川ノ尻81-1 内科・放射線科  

30 ふるかわ医院  75-2650 吐師宮ノ前15-18 小児科・内科・アレルギー科  

31 松尾クリニック  75-2259 州見台5丁目21-4 内科・消化器科・放射線科  

32 松森内科医院  73-0669 木津川原田27-3 内科・放射線科  

33 松吉皮膚科  71-3527 吐師山下1 吐師医療ビル1F 皮膚科  

34 もろいクリニック  66-1814 城山台7丁目43-3 皮膚科・整形外科・ペインクリニック内科  



35 安田眼科  71-8271 相楽台1-1-1イオンモール高の原3F 眼科  

36 山下医院  72-7650 相楽高下46 整形外科・外科・内科・リウマチ科  

37 やました小児科医院  73-6873 兜台7丁目10-7 小児科・アレルギー科  

38 よしかわ眼科医院 73-3700 木津駅前1丁目5 眼科  

39 秋田歯科医院  72-7464 兜台3丁目1-8 歯科  

40 井上歯科医院  72-8431 木津上戸61-1 三和ビル1F 歯科・小児歯科  

41 かみばやし歯科医院  75-2810 州見台3丁目8-5-103号 歯科・小児歯科・口腔外科  

42 きむら歯科  71-5000 木津殿城11-3 歯科・小児歯科  

43 笹井歯科医院  72-6556 相楽台8丁目13-2 歯科・小児歯科・矯正歯科  

44 内藤歯科  71-0711 兜台3丁目9-4 歯科・小児歯科  

45 長澤歯科医院  72-0670 木津駅前1丁目38 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科  

46 西歯科クリニック  73-6767 城山台１丁目14-1 歯科・小児歯科・口腔外科  

47 福田歯科医院  72-3841 相楽城西70-1 歯科  

48 ふじわら歯科クリニック  75-1848 梅美台4丁目12-17 歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科  

49 坊歯科医院  72-8281 相楽城下12-1 歯科・小児歯科  

50 星野歯科クリニック  72-2021 梅美台2丁目19-30 歯科・小児歯科・口腔外科  

51 巻野歯科医院  72-8148 相楽高下43-6 歯科  

52 やなぎさわ歯科  73-2046 木津川原田54番地1 歯科・小児歯科・口腔外科  

53 わたなべ歯科クリニック  39-4182 木津川台7丁目1-1 歯科・矯正歯科・小児歯科・口腔外科  



54 池田医院  76-8127 加茂町里新戸71 内科  

55 兎本眼科  76-3200 加茂町里西鳥口10-2 眼科  

56 小川医院  76-7100 南加茂台9丁目17-2 内科・小児科  

57 松井整形外科医院  76-7741 加茂町大野ウヅ73 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科  

58 山口医院  76-0505 加茂町北船屋24 内科・消化器科  

59 山本医院  76-4856 南加茂台9丁目19-7 内科・外科・整形外科  

60 吉村医院  76-8424 加茂町駅東2丁目6-12 内科・小児科  

61 いのうえ歯科クリニック  76-0556 加茂町駅東3丁目4-5 歯科・小児歯科・歯科口腔外科  

62 小西歯科医院  76-4726 南加茂台9丁目19-3 歯科・小児歯科・口腔外科  

63 阪口歯科医院  76-3670 南加茂台5丁目10-8 歯科  

64 住岡歯科医院  76-2407 加茂町里東鳥口9-1 歯科・矯正歯科・小児歯科  

65 岡田医院  86-3036 山城町綺田神ノ木86 内科・消化器内科・放射線科  

66 小沢医院  86-0630 山城町平尾南払戸112 内科・呼吸器科・眼科  

67 柳沢診療所  86-2051 山城町上狛東作り道5-1 内科  

68 若菜医院  86-2064 山城町椿井舟戸27-1 小児科・内科  

69 大西歯科医院  99-0050 山城町平尾不知田71 歯科  

70 柿木歯科診療所  86-2227 山城町上狛前畑12-1 歯科  

71 
救急指定病院  

京都山城総合医療センター  
72-0235 

木津駅前1丁目27 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎

臓内科、糖尿病･代謝内科、リウマチ科、 



小児科、外科、呼吸器外科、消化器外科、 

乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、 

皮膚科、泌尿器科、泌尿器科（人工透析）、 

リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、 

産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経内科 

72 相楽休日応急診療所  73-9988 木津上戸15 内科・小児科 

 


