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京都からすま病院 603-8142 北区小山北上総町14 (075)491-8559

京都鞍馬口医療センター 603-8151 北区小山下総町27 (075)441-6101

産婦人科鈴木医院 603-8066 北区上賀茂池殿町1-4 (075)721-9586

武部診療所 603-8214 北区紫野雲林院町12 (075)414-1118

京都第二赤十字病院 602-8026 上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 (075)231-5171

仁和診療所 602-8373 上京区仁和寺街道御前西入下横町217 (075)462-1510

堀川病院 602-0056 上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865 (075)441-8181

吉岡医院 602-8462 上京区浄福寺通今出川下ル竪亀屋町252 (075)451-0164

足立病院 604-0832 中京区間之町通押小路上ル鍵屋町481 (075)221-7431

いとう女性クリニック 604-8111
中京区三条通高倉東入桝屋町53-1
Duce mix ビル3F

(075)212-5662

京都市立病院 604-8845 中京区壬生東高田町1-2 (075)311-5311

京都民医連太子道診療所 604-8454 中京区西ノ京小堀池町18-1 (075)822-2660

清子クリニック 604-0965 中京区柳馬場通二条上ル六丁目268 (075)231-8816

小石医院 604-0094 中京区釜座通竹屋町下ル亀屋町335 (075)231-3419

四条烏丸レディースクリニック 604-8143
京都市中京区東洞院通四条上ル阪東屋町667
プラスパー河野ビル ３階

(075)253-2465

田村秀子婦人科医院 604-0825 中京区御池高倉東入ル御所八幡町229 (075)213-0523

保科医院 604-8032 中京区西木屋町通六角下ル山崎町258 (075)221-4775

細田レディースクリニック 604-8381 中京区西ノ京職司町69　IMPACT IKU NORTH 1F (075)634-6123

山元病院 604-8353 中京区岩上通蛸薬師下ル宮本町795 (075)801-3281

種田産婦人科 600-8429 下京区万寿寺通烏丸西入御供石町357 (075)351-5786

京都南病院 600-8876 下京区西七条南中野町8 (075)312-7361

佐伯医院 600-8073 下京区柳馬場通綾小路下ル永原町149 (075)351-0968

産科・婦人科松本クリニック 600-8452 下京区西洞院通松原下ル永倉町558 (075)341-4103

志馬クリニック四条烏丸 600-8009
下京区四条通室町東入函谷鉾町87
ケイアイ興産京都ビル4F

(075)221-6821

志馬クリニック京都 600-8216 下京区東塩小路町719　京都駅前SKビル3F (075)708-8922

南部産婦人科医院 600-8894 下京区西七条市部町132 (075)313-6000

アキコ婦人科クリニック
京都桂川

601-8601
南区久世高田町376番1
イオンモール京都桂川1F

(075)924-3009

京都駅前 婦人科乳腺外科
まりこクリニック

601-8002 南区東九条上殿田町40-6　上殿田ビル2階 (075)574-7681

島岡医院 601-8469 南区唐橋平垣町68 (075)661-0746

第二足立病院 601-8474 南区四ツ塚町1 (075)681-7316

岡村医院 606-8447 左京区鹿ケ谷上宮ノ前町19-1 (075)751-1981

川村産婦人科 606-0864 左京区下鴨高木町40 (075)781-0029

貫戸産婦人科医院 606-8173 左京区一乗寺梅ノ木町12 (075)781-5216

日本バプテスト病院 606-8273 左京区北白川山ノ元町47 (075)781-5191

橋本産婦人科内科医院 606-0841 左京区下鴨南芝町50 (075)781-0418

森産婦人科医院 606-0807 左京区下鴨泉川町62-2 (075)781-7700

もりもとレディースクリニック 606-8211 左京区田中西大久保町13-1　伊佐ビル1F (075)702-1703
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柏木産婦人科 616-8174 右京区太秦垂箕山町13-3 (075)882-3800

京都民医連中央病院 616-8147 右京区太秦土本町２番１ (075)861-2220

こうのレディースクリニック 616-8016 右京区龍安寺西ノ川町3-33 (075)462-7707

嵯峨嵐山・田中クリニック 616-8421 右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町4-8 (075)873-2925

ささきクリニック 615-0934 右京区梅津北浦町3-1 (075)861-1140

産婦人科細田クリニック 615-0883 右京区西京極南大入町88 (075)322-0311

さとこレディスクリニック 615-0011
右京区西院東淳和院町13-9
ミスターキーズ西院１F

(075)325-0272

宮元産婦人科医院 615-0066 右京区西院四条畑町1-11 (075)321-1112

あらきレディースクリニック 615-8074 西京区桂南巽町140　内海ビル4F (075)382-2700

井上産婦人科医院 615-8084 西京区桂坤町30-4 (075)381-4226

桂駅前 Mihara Clinic 615-8074
京都市西京区桂南巽町133
桂オーエスプラザビル103

(075)394-3111

京都桂病院 615-8256 西京区山田平尾町17 (075)391-5811

三菱京都病院 615-8087 西京区桂御所町1 (075)381-2111

身原病院 615-8227 西京区上桂宮ノ後町6-8 (075)392-3111

山口医院 610-1141 西京区大枝西新林町５丁目2 (075)331-5595

京都第一赤十字病院 605-0981 東山区本町15丁目749 (075)561-1121

産科・婦人科　江川クリニック 605-0009
東山区三条通大橋東入大橋町102-1
田中ビル4F

(075)708-3627

ようこ女性のクリニック 605-0874 東山区常盤町460番地2 (075)744-1266

ＩＤＡクリニック 607-8011 山科区安朱南屋敷町35　ラクトＤ 6Ｆ (075)583-6515

金山医院（※R4.6.1現在休診） 607-8428 山科区御陵血洗町41-1 (075)581-0227

なぎ辻病院 607-8163 山科区椥辻東潰5-1 (075)591-1131

洛和会音羽病院 607-8062 山科区音羽珍事町2 (0120)050-108

池田産婦人科医院 612-8016 伏見区桃山町養斉20-12 (075)601-7276

石原クリニック 612-0064 伏見区桃山毛利長門西町47-1 (075)602-0030

医仁会武田総合病院 601-1495 伏見区石田森南町28-1 (075)572-6331

醍醐渡辺クリニック 601-1375 伏見区醍醐高畑町30-15 (075)571-0226

中部産婦人科医院 612-8141 伏見区向島二ノ丸町151-44 (075)622-7470

藤田産科婦人科医院 612-8089 伏見区銀座町２丁目342 (075)601-3241

伏見桃山総合病院 612-8364 伏見区下油掛町895 (075)621-1111

桂川洛西口 産婦人科
まりこクリニック

617-0002
向日市寺戸町八ノ坪122
洛西口クリニックビル３階

(075)754-6961

ハシイ産婦人科 617-0002 向日市寺戸町七ノ坪170番地 (075)924-1700

ひらいクリニック 617-0006 向日市上植野町南開34-34 (075)921-0520

婦人科内科山下クリニック 617-0002 向日市寺戸町中垣内1 (075)922-3733

京都済生会病院 617-8617 長岡京市下海印寺下内田101 (075)955-0111

近藤産婦人科医院 617-0823 長岡京市長岡２丁目2-32 (075)953-2000

横関産婦人科医院 617-0817 長岡京市滝ノ町１丁目1-21 (075)952-6262

あべじゅん婦人科 611-0013 宇治市莵道荒槇1-50 (0774)46-8639

宇治徳洲会病院 611-0041 宇治市槇島町石橋145番 (0774)21-0010

宇治病院 611-0011 宇治市五ケ庄芝ノ東54番地2 (0774)32-6000

曽我産婦人科 611-0043 宇治市伊勢田町大谷61-22 (0774)20-0006

都倉病院 611-0021 宇治市宇治山本27 (0774)22-4521
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佐々木レディスクリニック 610-0121 城陽市寺田水度坂15-14 (0774)53-3735

久
御
山
町

京都岡本記念病院 613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口100番地 (0774)48-5500

大塚産婦人科医院 614-8367 八幡市男山長沢18-9 (075)982-1866

長村産婦人科 614-8366 八幡市男山泉14-5 (075)982-3333

井出産婦人科 610-0362 京田辺市東西神屋43 (0774)65-4433

京都田辺中央病院 610-0334 京田辺市田辺中央６丁目1-6 (0774)63-1111

こじまレディースクリニック 610-0357 京田辺市山手東１丁目2-6 (0774)64-3365

いわたレディースクリニック 619-0223
木津川市相楽台1-1-1
イオン高の原ショッピングセンター3F

(0774)39-3999

きゅうまウイメンズクリニック 619-0216 木津川市州見台７丁目1-28 (0774)71-8163

京都山城総合医療センター 619-0214 木津川市木津駅前１丁目27 (0774)72-0235

華クリニック 619-0224 木津川市兜台４丁目3-9 (0774)72-2747

えくにレディスクリニック 619-0238 相楽郡精華町精華台３丁目12-2 (0774)95-9168

下里医院 619-0231 相楽郡精華町山田下川原22-2 (0774)72-1212

石﨑医院 621-0815 亀岡市古世町１丁目4-5 (0771)25-6045

小牧産婦人科医院 621-0022 亀岡市曽我部町南条屋敷3-3 (0771)22-1054

さとう医院 621-0042 亀岡市千代川町高野林西ノ畑27 (0771)25-8851

田村産婦人科医院 621-0805 亀岡市安町野々神28 (0771)24-3151

山口マタニティクリニック 621-0828 亀岡市篠町馬堀駅前2-4-7 (0771)22-3518

京都中部総合医療センター 629-0197 南丹市八木町八木上野25 (0771)42-2510

明治国際医療大学附属病院 629-0392 南丹市日吉町保野田ヒノ谷６番地１ (0771)72-1221

由良産婦人科・小児科 623-0021 綾部市本町１丁目20 (0773)42-2528

綾部市立病院 623-0011 綾部市青野町大塚20-1 (0773)43-0123

岡本産婦人科 620-0054 福知山市末広町３丁目12 (0773)22-4319

市立福知山市民病院 620-8505 福知山市厚中町231 (0773)22-2101

由良産婦人科石原分院 620-0804 福知山市石原１丁目15 (0773)27-7198

京都ルネス病院 620-0054 福知山市末広町４丁目13番地 (0773)22-3550

片山産婦人科 624-0906 舞鶴市倉谷400-1 (0773)77-2628

隅山医院 624-0931 舞鶴市松陰嶋崎5-4 (0773)75-1298

舞鶴共済病院 625-8585 舞鶴市浜1035 (0773)62-2510

舞鶴医療センター 625-8502 舞鶴市行永2410 (0773)62-2680

宮
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市

佐藤医院 626-0027 宮津市京街道231 (0772)22-2212

岩破医院 629-2402 与謝郡与謝野町算所112 (0772)42-2425

京都府立医科大学
附属北部医療センター

629-2261 与謝郡与謝野町字男山481 (0772)46-3371

京
丹
後
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京丹後市立弥栄病院 627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3452-1 (0772)65-2003
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