
指定自立支援医療機関（病院・診療所）（育成医療・更生医療一覧）　　令和4年4月1日現在

医療機関コード 名称（医療機関） 郵便番号 所在地
担当しようとする

医療の種類

4102734 社会医療法人行岡医学研究会　行岡病院 530-0021 北区浮田二丁目２－３ 整形外科

4104447 大浦矯正歯科医院 530-0041
北区天神橋四丁目７－２９
扇町山一ビル２階

歯科矯正

4104854
社会医療法人　協和会
加納総合病院

531-0041 北区天神橋七丁目５－１５ 心臓脈管外科

4104854
社会医療法人　協和会
加納総合病院

531-0041 北区天神橋七丁目５－１５ 腎臓

4105083 北大阪クリニック 531-0041 北区天神橋七丁目６－２１ 腎臓

4106487 桜橋渡辺病院 530-0001 北区梅田二丁目４－３２ 心臓脈管外科

4106517 中川矯正歯科 530-0051
北区太融寺町５－１３
東梅田パークビル７階

歯科矯正

4106798 医療法人大西矯正歯科クリニック 530-0012
北区芝田一丁目４－８
北阪急ビル２階

歯科矯正

4107535 一般財団法人住友病院 530-0005 北区中之島五丁目３－２０ 腎移植

4107535 一般財団法人住友病院 530-0005 北区中之島五丁目３－２０ 整形外科

4107535 一般財団法人住友病院 530-0005 北区中之島五丁目３－２０ 形成外科

4107535 一般財団法人住友病院 530-0005 北区中之島五丁目３－２０ 耳鼻咽喉科

4107535 一般財団法人住友病院 530-0005 北区中之島五丁目３－２０ 腎臓

4107535 一般財団法人住友病院 530-0005 北区中之島五丁目３－２０ 心臓脈管外科

4107584 　須澤クリニック　 530-0012
北区芝田一丁目４－１４
芝田町ビル７階

腎臓

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 腎移植

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 心臓脈管外科

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 形成外科

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 耳鼻咽喉科

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 小腸

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 腎臓

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 整形外科

4107774
公益財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

530-8480 北区扇町二丁目４－２０ 免疫

4107978 Ｋ'ｓ矯正歯科 530-0013
北区茶屋町１０－６
Luxe Cha-yaMachi６Ｆ

歯科矯正

4108034 みなみもりまちＮ矯正歯科 530-0054
北区南森町二丁目３－37
昭和南森町ビル７階

歯科矯正

4108889 近藤クリニック 530-0013
北区茶屋町１－２７
ABC－MART梅田ビル１F

腎臓

4109531 医療法人　太融寺町谷口医院 530-0051
北区太融寺町４－２０
すてらめいとビル４階

免疫

4110547
医療法人近藤クリニック
梅田東血液浄化クリニック

530-0016
北区中崎一丁目２－２５
梅田東クリニックプラザ２階

腎臓

4110836
医療法人　医誠会
大阪梅田医誠会透析クリニック

530-0011
北区梅田一丁目３－１－２００
大阪駅前第１ビル２階

腎臓

4162734 社会医療法人行岡医学研究会　行岡病院 530-0021 北区浮田二丁目２－３ 口腔

9600070 大阪府済生会中津病院 530-0012 北区芝田二丁目１０－３９ 腎臓
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9600070 大阪府済生会中津病院 530-0012 北区芝田二丁目１０－３９ 形成外科

9600070 大阪府済生会中津病院 530-0012 北区芝田二丁目１０－３９ 心臓脈管外科

9600070 大阪府済生会中津病院 530-0012 北区芝田二丁目１０－３９ 整形外科

9600070 大阪府済生会中津病院 530-0012 北区芝田二丁目１０-３９ 耳鼻咽喉科

4110372 医療法人増原クリニック 530-0042 北区天満橋三丁目４－２ 整形外科

4111297 中村クリニック 530-0054
北区南森町二丁目１-29
三井住友銀行南森町ビル９階

腎臓

5201766 神原病院 534-0011 都島区高倉町一丁目１０－５ 腎臓

5201774 明生病院 534-0024 都島区東野田町二丁目４－８ 腎臓

5201994 きょうばし矯正歯科クリニック 534-0024
都島区東野田町二丁目３－１９
ＭＦＫビル４階

歯科矯正

5202012 協和病院 534-0024 都島区東野田町五丁目２－２５ 腎臓

5202129 明生記念病院（更生医療のみ） 534-0024 都島区東野田町二丁目８－１２ 腎臓

5204612 医療法人秋桜会　秋桜会ファミリークリニック 534-0021 都島区都島本通5丁目14-4-1階 腎臓

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 腎臓

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 眼科

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 耳鼻咽喉科

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 整形外科

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 形成外科

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 脳神経外科

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 心臓脈管外科

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 腎移植

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 小腸

5204364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 免疫

5204497 医療法人池田クリニック大阪 534-0025
都島区片町一丁目５－４
栄ビル

腎臓

5264364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 口腔

5264364 大阪市立総合医療センター 534-0021 都島区都島本通二丁目１３－２２ 歯科矯正

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 腎臓

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 眼科

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 耳鼻咽喉科

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 小腸

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 心臓脈管外科

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 整形外科

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 脳神経外科
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9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 形成外科

0201381 関西電力病院 553-0003 福島区福島二丁目１－７ 腎臓

0201381 関西電力病院 553-0003 福島区福島二丁目１－７ 耳鼻咽喉科

0201381 関西電力病院 553-0003 福島区福島二丁目１－７ 心臓脈管外科

0201381 関西電力病院 553-0003 福島区福島二丁目１－７ 腎移植

0201381 関西電力病院 553-0003 福島区福島二丁目１－７ 肝臓移植後の抗免疫療法

0201381 関西電力病院 553-0003 福島区福島二丁目１－７ 整形外科

0202062 かきうち歯科医院 553-0006
福島区吉野一丁目１０－１３
ＮＴビル２階

歯科矯正

0202868 梶本クリニック 553-0003 福島区福島七丁目６－１３ 腎臓

0203536 三上クリニック第一分院 553-0006 福島区吉野四丁目１４－１ 腎臓

0203650 医療法人　優幸会　中村クリニック
（更生医療のみ） 553-0003
福島区福島七丁目６－２３－３０３
日の出ビル

免疫

0203890
医療法人啓信会
大阪整形外科病院

553-0007 福島区大開四丁目３－６１ 整形外科

9600021 大阪病院 553-0003 福島区福島四丁目２－７８ 腎移植

2802186 暁明館西九条クリニック 554-0012 此花区西九条四丁目９－５ 腎臓

2802194 医療法人島村診療所 554-0021 此花区春日出北二丁目１８－５ 脳神経外科

2802459 大阪暁明館病院 554-0012 此花区西九条五丁目４－８ 腎臓

9400105 大阪歯科大学附属病院 540-0008 中央区大手前一丁目５－１７ 口腔

9400105 大阪歯科大学附属病院 540-0008 中央区大手前一丁目５－１７ 歯科矯正

9406391 尾﨑クリニック 541-0051
中央区備後町二丁目４－６
森田ビル２階

口腔

9406391 尾﨑クリニック 541-0051
中央区備後町二丁目４－６
森田ビル２階

歯科矯正

9406813 よしかわ矯正歯科クリニック 542-0081
中央区南船場二丁目12－５
心斎橋イーストスクエア４階

歯科矯正

9407187 にしむら耳鼻咽喉科クリニック 542-0012
中央区谷町六丁目１－１４
谷町大治ビル６階

耳鼻咽喉科

9408292 医療法人葛西形成外科 541-0053
中央区本町三丁目６－４
本町ガーデンシティ２階

形成外科

9410629 谷町アイアンドクリニック 540-0012
中央区谷町1丁目5番9号
大西ビル2号

免疫

9600047 大手前病院 540-0008 中央区大手前一丁目５－３４ 腎臓

9600047 大手前病院 540-0008 中央区大手前一丁目５－３４ 眼科

9600047 大手前病院 540-0008 中央区大手前一丁目５－３４ 耳鼻咽喉科

9600047 大手前病院 540-0008 中央区大手前一丁目５－３４ 心臓脈管外科

9900017 大阪医療センター 540-0006 中央区法円坂二丁目１－１４ 腎臓

9900017 大阪医療センター 540-0006 中央区法円坂二丁目１－１４ 眼科

9900017 大阪医療センター 540-0006 中央区法円坂二丁目１－１４ 耳鼻咽喉科

9900017 大阪医療センター 540-0006 中央区法円坂二丁目１－１４ 心臓脈管外科
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9900017 大阪医療センター 540-0006 中央区法円坂二丁目１－１４ 整形外科

9900017 大阪医療センター 540-0006 中央区法円坂二丁目１－１４ 免疫

9960017 大阪医療センター 540-0006 中央区法円坂二丁目１－１４ 歯科矯正

9409506 大阪国際がんセンター 541－8567 中央区大手前三丁目１－６９ 整形外科

9409506 大阪国際がんセンター 541－8567 中央区大手前三丁目１－６９ 心臓脈管外科

9410116 医療法人　健浩会
中西クリニック 541-0059
中央区博労町一丁目８－８
ピカソ堺筋本町ビル９階

腎臓

1801516 いで歯科医院 550-0005
西区西本町一丁目７－１
第一富士ビル２階

歯科矯正

1801940 多根記念眼科病院 550-0024 西区境川一丁目１－３９ 眼科

1802070 社会医療法人寿楽会　大野記念病院 550-0015 西区南堀江一丁目２６－１０ 腎臓

1802183 中島歯科・矯正歯科 550-0027 西区九条一丁目２３－３ 歯科矯正

1802914 佐々木内科クリニック 550-0025
西区九条南二丁目２－２１
ＮＴＴ西ビル１階

腎臓

1803201 多根総合病院 550-0025 西区九条南一丁目１２－２１ 口腔

1803201 多根総合病院 550-0025 西区九条南一丁目１２－２１ 形成外科

1803557 日新会病院 550-0013 西区新町四丁目４－８ 腎臓

1803714 日本生命病院 550-0006 西区江之子島二丁目１－54 腎臓

1803714 日本生命病院 550-0006 西区江之子島二丁目１－54 耳鼻咽喉科

1803714 日本生命病院 550-0006 西区江之子島二丁目１－54 眼科

1803714 日本生命病院 550-0006 西区江之子島二丁目１－54 整形外科

1803813 めぐみ耳鼻咽喉科・アレルギー科 550-0013 西区新町4丁目6番23号 耳鼻咽喉科

1802795 大阪ドームシティT.T.C歯科医院 550-0023 西区千代崎三丁目１３－１ 歯科矯正

9600179 大阪みなと中央病院 552-0003 港区磯路一丁目７－１ 口腔

9600179 大阪みなと中央病院 552-0003 港区磯路一丁目７－１ 形成外科

9600179 大阪みなと中央病院 552-0003 港区磯路一丁目７－１ 整形外科

9600179 大阪みなと中央病院 552-0003 港区磯路一丁目７－１ 腎臓

0401292 わきさか歯科・矯正歯科 552-0003
港区磯路三丁目１－２
いそじＭＫビル１階

歯科矯正

0401395 松浦診療所 552-0007 港区弁天二丁目１－30 腎臓

0401809 医療法人　前田診療所 552-0001 港区波除二丁目６－２ 腎臓

0401940 医療法人西診療所 552-0007 港区弁天一丁目２－２－６００ 腎臓

2701004 永田矯正歯科 551-0001 大正区三軒家西一丁目９－３４ 歯科矯正

2701586 大阪府済生会泉尾病院 551-0032 大正区北村三丁目４－５ 腎臓

2701586 大阪府済生会泉尾病院 551-0032 大正区北村三丁目４－５ 脳神経外科

2702741 医療法人なごみ会　大正くすのきクリニック 551-0031 大正区泉尾一丁目30－５ 腎臓
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2702691 笠井医院 551-0032 大正区北村二丁目５－10 免疫

1700753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 肝臓移植後の抗免疫療法

1700753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 腎臓

1700753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 眼科

1700753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 形成外科

1700753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 耳鼻咽喉科

1700753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 心臓脈管外科

1700753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 整形外科

1701781 オーラルデザイン矯正歯科 543-0025
天王寺区下味原町１３－９
サンエイ下味原第二ビル４０１

歯科矯正

1702151 よねたに　なつ矯正歯科 543-0043 天王寺区勝山三丁目６－１５ 歯科矯正

1702171 寿楽会クリニック 543-0052 天王寺区大道四丁目１－１１ 腎臓

1702474 とみなが矯正歯科 543-0031 天王寺区石ヶ辻町１９－６ 歯科矯正

1702627 医療法人河村クリニック 543-0001 天王寺区上本町五丁目６－９ 腎臓

1702858 裕生会クリニック（更生医療のみ） 543-0055
天王寺区悲田院町１０－３９
天王寺ターミナルビル４階

腎臓

1703765 岡田クリニック 543-0056
天王寺区堀越町１６－１０
大信ビル７・８階

腎臓

1704375 むさしドリーム眼科 543-0027 天王寺区筆ヶ崎町五丁目５２－２０３ 眼科

1704813 じょうこうクリニック 543-0014
天王寺区玉造元町３－９
八光ビル６階

腎臓

1704839 小尾クリニック 543-0052
天王寺区大道三丁目８－３１
新天王寺田中ビル１階～５階

腎臓

1704896 赤垣クリニック 543-0052
天王寺区大道一丁目４-９
大信ビル２階

腎臓

1704961 医療法人谷口クリニック 543-0033
天王寺区堂ヶ芝二丁目１３－２０
堂ヶ芝ビル

腎臓

1705000 大阪警察病院 543-0035 天王寺区北山町１０－３１ 耳鼻咽喉科

1705000 大阪警察病院 543-0035 天王寺区北山町１０－３１ 心臓脈管外科

1705000 大阪警察病院（更生医療のみ） 543-0035 天王寺区北山町１０－３１ 腎移植

1705125 第二大阪警察病院 ５４３－８９２２ 天王寺区烏ケ辻二丁目６－４０ 腎臓

1705125 第二大阪警察病院 ５４３－８９２２ 天王寺区烏ケ辻二丁目６－４０ 整形外科

1760753 大阪赤十字病院 543-8555 天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 口腔

1765125 第二大阪警察病院 ５４３－８９２２ 天王寺区烏ケ辻二丁目６－４０ 歯科矯正

1765125 第二大阪警察病院 ５４３－８９２２ 天王寺区烏ケ辻二丁目６－４０ 口腔

1702029
医療法人慶真会
グランツ矯正専門歯科

543-0001
天王寺区上本町六丁目２－２６
大和上六ビル３階

歯科矯正

4301864 富永病院 556-0017 浪速区湊町一丁目４－４８ 心臓脈管外科

4301864 富永病院 556-0017 浪速区湊町一丁目４－４８ 整形外科

4302631
社会福祉法人石井記念愛染園附属
愛染橋病院

556-0005 浪速区日本橋五丁目１６－１５ 整形外科
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4302938 ハーバータウンクリニック 556-0017
浪速区湊町一丁目２－３
マルイト難波ビル３Ｆ

腎臓

4303134 なにわ生野病院 556-0014 浪速区大国一丁目１０－３ 腎臓

4303175 透析クリニック大正橋 556-0021 浪速区幸町三丁目８－１８ 腎臓

1000022 公益財団法人大阪労働衛生センター第一病院 555-0012 西淀川区御幣島六丁目２－２ 腎臓

1002044
公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属　西淀病
院　（更生医療のみ）

555-0024 西淀川区野里三丁目５－２２ 腎臓

1002572 名取病院 555-0043 西淀川区大野二丁目１－３２ 腎臓

1003232
社会医療法人愛仁会
千船病院附属千船クリニック

555-0001 西淀川区佃三丁目１－１１ 腎臓

1003422 千船病院 555-0034 西淀川区福町三丁目２－３９ 整形外科

9103626 そうま歯科・矯正歯科 532-0026 淀川区塚本二丁目１９－１６ 歯科矯正

9103832 岡崎矯正歯科 532-0023
淀川区十三東二丁目９－６
十三東駅前ビル４Ｆ

歯科矯正

9106698 医療法人医誠会　新大阪医誠会クリニック 532-0011
淀川区西中島三丁目１８－９
新大阪日大ビル9階

腎臓

9106995 十三医誠会クリニック 532-0025 淀川区新北野一丁目２－１３ 腎臓

9107662 大阪回生病院 532-0003 淀川区宮原一丁目６－１０ 口腔

9107662 大阪回生病院 532-0003 淀川区宮原一丁目６－１０ 腎臓

9108918 共立外科内科　分院 532-0033 淀川区新高一丁目１１－１１ 腎臓

9109221
医療法人すみれ会
今井クリニック（更生医療のみ）

532-0011
淀川区西中島六丁目５－２１
GRIT　Bldg.２階

腎臓

9105922 医療法人新生クリニック 532-0002 淀川区東三国四丁目１５－１３ 小腸

9107779 貴生病院 532-0006 淀川区西三国一丁目１８－４ 腎臓

9108413 大阪市立十三市民病院 532-0034 淀川区野中北二丁目１２－２７ 眼科

9108413 大阪市立十三市民病院 532-0034 淀川区野中北二丁目１２－２７ 整形外科

3003327 寺井矯正歯科クリニック 533-0005
東淀川区瑞光一丁目４－１
カサ・デル・ドイ２Ｆ

歯科矯正

3005086 医誠会病院（更生医療のみ） 533-0022 東淀川区菅原六丁目２－２５ 腎臓

3005086 医誠会病院 533-0022 東淀川区菅原六丁目２－２５ 心臓脈管外科

3006381 医誠会病院付属クリニック 533-0022 東淀川区菅原七丁目１－１９ 腎臓

3006498 西原クリニック 533-0005
東淀川区瑞光一丁目１１－３
５階

腎臓

3006712 あづまクリニック 533-0004 東淀川区小松一丁目５－２３ 腎臓

3007181
医療法人正志会
正志会あづま腎透析クリニック（更生医療のみ）

533-0012 東淀川区大道南一丁目４－１３ 腎臓

3007322 くりもと循環器クリニック 533-0003 東淀川区南江口二丁目７－２９ 腎臓

3007421 淀川キリスト教病院 533-0024 東淀川区柴島一丁目７－５０ 腎臓

3007421 淀川キリスト教病院 533-0024 東淀川区柴島一丁目７－５０ 整形外科

3007421 淀川キリスト教病院 533-0024 東淀川区柴島一丁目７－５０ 形成外科

3007421 淀川キリスト教病院 533-0024 東淀川区柴島一丁目７－５０ 眼科
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3007421 淀川キリスト教病院 533-0024 東淀川区柴島一丁目７－５０ 心臓脈管外科

1501793 岩本歯科・矯正歯科 537-0024 東成区東小橋一丁目２－９ 歯科矯正

1502049 生協森の宮歯科 537-0025 東成区中道一丁目１０－３５ 歯科矯正

1503520 朋愛病院 537-0012 東成区大今里一丁目２５－１１ 心臓脈管外科

1503611 稲垣医院（更生医療のみ） 537-0013 東成区大今里南三丁目１２－１５ 腎臓

1504023 鍋嶋クリニック 537-0003
東成区神路一丁目６－５
M・Sコート１・２階

腎臓

1504098 深江クリニック 537-0002
東成区深江南三丁目２２－１３
藤井産業布施口ビル２階・３階

腎臓

1504254 医療法人西岡医院 537-0024 東成区東小橋三丁目９－１８ 腎臓

1504643 大森クリニック 537-0024 東成区東小橋一丁目１０－６ 腎臓

1504726 明生第二病院 537-0024 東成区東小橋一丁目１９－２０ 腎臓

2204235 共和病院 544-0021 生野区勝山南四丁目１６－１０ 腎臓

2204516 育和会記念病院 544-0004 生野区巽北三丁目２０－２９ 整形外科

2206578 田中クリニック 544-0024 生野区生野西二丁目３－８ 腎臓

2206651 新大阪病院 544-0011 生野区田島一丁目１６－６ 腎臓

2206834 北巽白鷺クリニック 544-0004 生野区巽北三丁目１６－２８ 腎臓

2207006 生野愛和病院 544-0015 生野区巽南五丁目７－６４ 腎臓

3101949 いしかわ矯正歯科クリニック 535-0013
旭区森小路二丁目１－１０
石川ビル２階

歯科矯正

3102776 福島病院 535-0012 旭区千林二丁目４－２２ 腎臓

3103931 医療法人榊原クリニック（更生医療のみ） 535-0005 旭区赤川二丁目１４－５ 腎臓

3104681 森小路清水会クリニック 535-0022 旭区新森三丁目３－２４ 腎臓

3104947 医療法人昭征会　新森透析クリニック 535-0022
旭区新森二丁目24－1
和幸ビル

腎臓

4403678 ボバース記念病院 536-0023 城東区東中浜丁目６－５ 整形外科

4403934 三上クリニック 536-0002 城東区今福東三丁目１３－２０ 腎臓

4404122 社会医療法人　有隣会　東大阪病院 536-0005 城東区中央一丁目７－２２ 腎臓

4404122 社会医療法人　有隣会　東大阪病院 536-0005 城東区中央一丁目７－２２ 整形外科

4404379 医療法人木内眼科 536-0023 城東区東中浜六丁目８－１６ 眼科

4405210 城東中央病院（更生医療のみ） 536-0014 城東区鴫野西五丁目１３－４７ 腎臓

4405467 大道クリニック 536-0023 城東区東中浜一丁目４－２５ 腎臓

4405673 城東医誠会クリニック 536-0014 城東区鴫野西四丁目１－１６ 腎臓

4405681 関目山口クリニック（更生医療のみ） 536-0007 城東区成育五丁目１－３１ 腎臓

4405723 森之宮病院 536-0025 城東区森之宮二丁目１－８８ 心臓脈管外科

4406044 医療法人にしたに腎・泌尿器クリニック 536-0004
城東区今福西一丁目３－３
橋本ビル３階

腎臓
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4406135 大阪府済生会野江病院 536-0001 城東区古市一丁目３－25 整形外科

9204998 佐々木クリニック 538-0053 鶴見区鶴見四丁目６－２７ 腎臓

9204915 しばさきクリニック 538-0051 鶴見区諸口一丁目６－１９ 腎臓

9205060 医療法人　ＮＴ鶴見クリニック 538-0052 鶴見区諸口五丁目浜６-２１ 腎臓

2302332 岸上歯科医院 545-0042 阿倍野区丸山通一丁目６－２ 歯科矯正

2302829 木下矯正歯科 545-0051
阿倍野区旭町一丁目１－１０
竹澤ビル地下１階

歯科矯正

2304015 くしま矯正歯科 545-0011
阿倍野区昭和町一丁目２１－２２
徳山ビル４階

口腔、歯科矯正

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 肝臓移植

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 肝臓移植後の抗免疫療法

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 腎臓

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 眼科

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 形成外科

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 口腔

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 耳鼻咽喉科

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 小腸

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 心臓脈管外科

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 整形外科

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 脳神経外科

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 阿倍野区旭町一丁目５－７ 免疫

2306865 昭和町小尾クリニック 545-0021
阿倍野区阪南町一丁目２８－４
銀翠・小田ビル３・４階

腎臓

2307418 医療法人トキワクリニック 545-0051
阿倍野区旭町一丁目１－１７
サンビル阿倍野

腎臓

2307426 腎・泌尿器科伊藤クリニック 545-0014
阿倍野区西田辺町一丁目２１－１３
サンパティーク西田辺２階

腎臓

2307798 医療法人恒裕会　桃ヶ池クリニック 545-0012 阿倍野区桃ヶ池町二丁目１３－１５ 腎臓

2304126 相原第二病院 545-0052 阿倍野区阿倍野筋三丁目１２－１０ 腎臓

2306360 大阪市立大学医学部附属病院 545-8586 阿倍野区旭町一丁目５－７ 腎移植

2306899 相原アベノ診療所 545-0052 阿倍野区阿倍野筋三丁目１２－２－１０６ 腎臓

2307434 奥野病院 545-0001 阿倍野区天王寺町北二丁目３１－４ 腎臓

5902504 南大阪病院 559-0012 住之江区東加賀屋一丁目１８－１８ 腎臓

5902504 南大阪病院 559-0012 住之江区東加賀屋一丁目１８－１８ 心臓脈管外科

5902504 南大阪病院 559-0012 住之江区東加賀屋一丁目１８－１８ 整形外科

5902504 南大阪病院 559-0012 住之江区東加賀屋一丁目１８－１８ 耳鼻咽喉科

5904740 小野内科医院 559-0001 住之江区粉浜一丁目２４－１９ 腎臓
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5906141 双葉クリニック 559-0013 住之江区御崎三丁目６－２ 腎臓

2003146 犬伏矯正歯科クリニック 558-0043
住吉区墨江四丁目１０－２７
ノバカネイチ住吉１０３号

歯科矯正

2004136 医療法人　陵南会　ひらき矯正歯科 558-0004
住吉区長居東四丁目７－１５
田中ビル２階

歯科矯正

2004221 阪和記念病院 558-0011 住吉区苅田七丁目１１－１１ 心臓脈管外科

2004221 阪和記念病院 558-0011 住吉区苅田七丁目１１－１１ 腎臓

2006127 はやし泌尿器クリニック 558-0013
住吉区我孫子東三丁目１－１
泰清ビル２階

腎臓

2006226 長居クリニック 558-0041 住吉区南住吉二丁目６－６０ 腎臓

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 腎臓

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 眼科

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 形成外科

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 小腸

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 腎移植

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 心臓脈管外科

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 整形外科

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 中枢神経

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 脳神経外科

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 免疫

2006622 大阪急性期・総合医療センター 558-8558 住吉区万代東三丁目１－５６ 口腔

2007489 長居良風クリニック 558-0001 住吉区大領四丁目７－１０ 腎臓

0803505 吉田矯正歯科クリニック 546-0011
東住吉区針中野一丁目１－１４
オレンジティサイド１階

歯科矯正

0805363 南大阪小児リハビリテーション病院 546-0035 東住吉区山坂五丁目１１－２１ 整形外科

0805702 白鷺病院 546-0002 東住吉区杭全七丁目１１－２３ 腎臓

0805785 白鷺診療所 546-0002 東住吉区杭全七丁目１０－１９ 腎臓

0807328 白鷺南クリニック 546-0003 東住吉区今川一丁目６－２ 腎臓

0807708 東住吉森本病院 546-0014 東住吉区鷹合三丁目２－６６ 整形外科

0807799 医療法人淀井病院 546-0041 東住吉区桑津二丁目８－８ 腎臓

0808136 かいこうクリニック 546-0042 東住吉区西今川三丁目１－２１ 腎臓

5804718
医療法人寺西報恩会
長吉総合病院

547-0016 平野区長吉長原一丁目２－３４ 整形外科

5806754 吉田眼科医院 547-0034
平野区背戸口一丁目２１－２１
メゾン平野１階

眼科

5808065 共立病院 547-0011 平野区長吉出戸七丁目１４－１３ 腎臓

5808347 森脇耳鼻咽喉科 547-0026
平野区喜連西四丁目７－３３
インペリアルカーサ１階

耳鼻咽喉科

5809139 生野愛和透析クリニック 547-0001 平野区加美北三丁目３－２ 腎臓
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5809196 平野白鷺クリニック 547-0024 平野区瓜破二丁目２－１８ 腎臓

5809311 医療法人友絆　平野けいじんクリニック 547-0013 平野区長吉長原東三丁目２－２０ 腎臓

3305601
堺近森病院附属近森診療所
（更生医療のみ）

557-0041 西成区岸里一丁目３－２４ 腎臓

3306492 南大阪クリニック 557-0063 西成区南津守七丁目１４－３２ 腎臓

3306658 明生会クリニック 557-0002
西成区太子二丁目２－１８
タイシ第一ビル

腎臓

3303150
社会福祉法人
大阪社会医療センター付属病院

557-0004 西成区萩之茶屋一丁目３－４４ 整形外科


