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特定保健指導　取扱機関一覧　 【動機付け支援】

〈ご利用方法〉 ① 一覧から機関を選び、直接予約する。 ▶▶▶ ② 保健指導を受ける。

この一覧には、特定健診を受けた機関に関係なく、特定保健指導を利用できる機関を掲載しています。

一覧以外でお探しの場合は、健診受診券送付時に同封の「区内取扱医療機関・集団健診実施会場一覧」

または大阪市ホームページ「特定健診の取扱医療機関（大阪市内の取扱医療機関）」でご確認ください。

※この一覧は令和５年４月１日現在のものです。やむを得ず変更することがありますのでご了承ください。

費用は無料です。

大阪市ホームページ

特定健診の取扱医療機関

◎ 動機づけ支援

初回面談 最終面談進捗確認
（電話・メール）

◎ 積極的支援

初回面談 最終面談中間面談
進捗確認

（電話・メール）

進捗確認
（電話・メール）

【特定保健指導の流れ】

カイセイ薬局にて特定保健指導を受けるメリット

・管理栄養士が担当するため、食に関する事を何でも聞ける！

・一緒に改善策を考えるため、生活に沿った実行しやすい

目標を立てやすい！

・調剤薬局内にて面談を実施するため、お薬の相談もできる！

・体成分測定や糖化度測定、血流測定などの健康測定器※を

取り揃えている！

※別料金が発生します。

進捗確認って何？ 初回面談時に設定した目標の進捗を確認します。

生活スタイルに合わせ、電話もしくはメールでの

確認をお選びいただけます。

もちろん、面談でもOK！

★あなたにやさしい、薬局★

【面談実施場所】

OAPカイセイ薬局：OAPタワー2階

(最寄り駅 JR桜ノ宮、地下鉄堺筋線・谷町線南森町)

【面談可能日時】

平日 9:00～18:00 土曜 9:00～17:00

【問い合わせ先】

電話 06-6357-3939

メール oap@ikuseikai-dp.co.jp

フィットネス利用もできる特定保健指導

■ ご予約とお問合せ

株式会社COSPAウエルネス

℡ 06-6262-3472 (平日9：00～17：30)

■ 面談会場
株式会社COSPAウエルネス

大阪市中央区備後町3-6-14アーバネックス備後町ビル

■ アクセス
大阪メトロ御堂筋線「本町」駅３番出口より徒歩３分

■ 実施時間
平日9：30～17：30（祝日・年末年始を除く）

※土曜日を希望される方はご相談ください。

初回面談は事前予約制です。

面談ご希望日の1週間前までに電話でお申し込みください。

なお、会場の都合等でご希望に沿えない場合がございますことを

予めご了承ください。

■ ご利用特典

フィットネス利用チケット3回分、体成分測定チケット1回分

※関西のフィットネスクラブ コ･ス･パ全店が対象です。

※初回面談が終わった方にお渡しします。

※初回面談を受講のご本人様のみ利用できます。（有効期限あり）

面談予約はこちら

またはお電話からでも申込可能です。

「大阪市の特定保健指導の予約」と

お伝えください。

管理栄養士からお電話致します。

TEL：03-6452-5226

運動指導のノウハウも持つ管理栄養士が3～6か月間サポート

します！

「無理なく」「続けられる」「効果ある」プログラムです。

一緒にやりませんか？

単純に食事量を減らす指導ではなく、食べる時間や栄

養素などにも注目して、貴方にあった時間・食事内容

を管理栄養士が一緒に考えます！
■面談実施時間

平日 9:00~19:30 土日 9:00~17:00

■指導方法

TV電話（ZOOM・GoogleMeet等）による面談です。

ご自宅からの参加が可能です！

■お問い合わせ先
株式会社ジ・アイ
TEL：03-6452-5226
Email：ondiary-nutrition@the-ai.co.jp

あなたのタイプに合わせた食事と運動を無理なく計画！

忙しくて時間が無くても「あなたのペース」で大丈夫。

立てた目標のチェックや体重の記録が簡単にスマホで

できる！スマホが苦手な方はお電話でもOK！
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【面談実施予定場所】 ☆所要時間は20～45分

●北区民センター ●大淀コミュニティセンター

●都島区民センター ●福島区民センター ●此花区民ホール

●中央区民センター ●中央会館センター ●西区民センター

●港区民センター ●港近隣センター ●大正会館

●天王寺区民センター ●浪速区民センター ●西淀川区民ホール

●西淀川区民会館 ●淀川区民センター ●東淀川区民会館

●東成区民センター ●生野区民センター ●旭区民センター

●城東区民センター ●鶴見区民センター ●阿倍野区民センター

●住之江会館 ●住吉区民センター ●東住吉会館

●平野区民ホール ●平野区民センター ●西成区民センター

管理栄養士が楽しく健康づくりをサポートします！

✿お申込み方法

■ＴＥＬ： 0120-41-4518
■担当 ■受付時間

天田・西村 月～金 9：00～17：00

お近くの会場お好きな時間に♪

平日10時～17時の間でご相談ください！

☆目標達成者にはQUO(クオ)カード進呈！

「特定保健指導の予約」とお電話ください♪

web面談も行っております。まずはお電話を！

「楽しみながらの健康づくり」を大切にしています

原則、同じ管理栄養士が継続して担当し、健康をサポートします！

相談時に体脂肪量・筋肉量（Inbody）などが無料で計測できます♪

お申込みはこちら

TEL 06-6948-8015（平日9時～18時）

MAIL info@kenlab.net

担当：山下 「特定保健指導の予約」とお伝えください。

楽しみながらの健康づくりを

お手伝いします！

一緒に頑張りましょう(^^♪

■面接場所

大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー10階 1006号室

一般社団法人プレシジョンヘルスケア研究機構測定会場

■実施時間：平日9：00～18：00

※土日祝をご希望の方はご相談ください。

■指導方法：20～30分程度、管理栄養士が個別相談を行います。

JR桜ノ宮駅より徒歩10分（帝国ホテル横）

わたしたちは健康生活を応援します！

■面談場所：大阪市内のお近くの公共施設で実施します。

ご希望場所をご連絡ください。

■実施日時：毎日開催 （※ただし、祝日・大型連休はお休み）

平日・土日 10時～12時、13時～19時

■指導方法

・管理栄養士、保健師による個別面談です。

・所要時間は30分前後です。

■ご利用特典

・全員健康を配慮したお菓子パッケージ進呈

・目標達成された方には更にQUO(クオ)カード進呈

■お申し込み方法

お手元に利用券をご準備いただき

お電話またはFelizGateホームページからお申込みください。

・電話 【受付日時：平日・土日 10時～19時】

080-3833-1177
※「大阪市の特定保健指導予約希望」とお伝えください。

・ホームページ 【24時間365日受付】

https://www.felizgate.com/osaka.cgi
※右のQRコードからもアクセスいただけます。

ご不明点はお気軽に上記の電話番号までお問合せください。

ふぇりす げーと

FelizGate



区 医　療　機　関　名 住　　所 電　話　番　号

医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院附属駅前第三ビル診療所 梅田１－１－３－１８００ 大阪駅前第三ビル１８階 ６３４８－０４１１

メディカル春日会　革嶋クリニック　　 梅田２－４－１３ 阪神産経桜橋ビル２階 ６４５５－２０００

伯鳳会　大阪中央病院 梅田３－３－３０ ４７９５－５５００

桜十字グランフロント大阪クリニック 大深町３－１ グランフロント大阪ナレッジキャピタル６階 ６３７７－８３３０

安達クリニック 松ヶ枝町１－３ いちご南森町ビル１階 ６３５８－１００８

河野医院 天神橋３－１－１０ ６３５１－３８２９

祐斎堂　森本クリニック 天神橋５－７－１０ さかしん天神橋ビル２階 ４８００－３０１０

朋詠会　たむらクリニック 天神橋８－９－１０ ６２４２－０１４０

大道会　帝国ホテルクリニック 天満橋１－８－５０ 帝国ホテル大阪３階 ６８８１－４０００

日本予防医学協会附属診療所 ウェルビーイング南森町 西天満５－２－１８ 三共ビル東館 ６３６２－９０６３

循環器科内科不藤医院 南扇町７－２ センチュリーパークユニ東梅田１０２ ６３１１－３７９６

樋口医院 本庄西２－５－２６ ６３７５－３６３６

京昭会　ツヂ病院 都島北通１－２２－６ ６９２２－１２３６

いまがわ外科クリニック 善源寺町２－２－３０ セントプレイス大阪ウィズコム棟２階 ６９２３－５５５５

桜希会　東朋病院 都島南通２－８－９ ６９２３－６２２６

優幸会　中村クリニック 福島７－６－２３－３０３ ６４５５－８７５５

愛幸会　くまだ内科・小児科クリニック 玉川４－６－１１ ６４４６－６００６

弘正会　ちもりメディカルクリニック　 野田３－１２－１４ ソフィアコート野田１階 ６４６７－５２００

燦恵会　首藤病院 野田５－１８－１６ ６４６１－１５３７

晴恵会　安田クリニック 伝法２－５－１ ６４６３－１０００

大阪暁明館　大阪暁明館病院 西九条５－４－８ ６４６２－０２６１

北星会　鎌田クリニック 春日出北３－１－４ ６４６２－３４８１

今村クリニック　ＯＢＰ今村クリニック 城見２－２－２２ マルイトＯＢＰビル１階 ４７９１－９９００

関西医科大学　天満橋総合クリニック 大手前１－７－３１ ＯＭＭビル３階 ６９４３－２２６０

大阪市環境保健協会附設診療所 大手前２－１－７ ４７９２－７０８０

医療法人橘甲会　橘甲会クリニック　 内久宝寺町３－４－１ ６９４３－１３０６

高折医院 船越町２－３－２ ６９４１－５４２９

杉林内科クリニック 高麗橋１－５－１１ 北浜旭ビル２階 ６２０２－２２１２

朋愛会　淀屋橋健診プラザ 伏見町４－１－１ 明治安田生命大阪御堂筋ビル４階 ６２３２－７７７０

堺筋本町内科歯科クリニック 本町１－８－１２ オーク堺筋本町ビル１階 ６２２６－７１１０

厚匠会　うえだ医院 本町４－２－１２ 野村不動産御堂筋本町ビル４階 ６２５１－８２９０

船場森野クリニック 南久宝寺町２－１－９ 船場メディカルビル３階 ６２６７－６６０１

翔永会　飯島クリニック　 南船場３－５－１１ 心斎橋フロントビル７・８・９階 ６２４３－５４０１

安田クリニック 心斎橋筋１－４－７ 安田ビル３階 ６２４１－５１５１
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区 医　療　機　関　名 住　　所 電　話　番　号

日本生命病院　ニッセイ予防医学センター 江之子島２－１－５４ ６４４３－３４３７

佐々医院　　 九条３－２３－６ ６５８１－２０７０

港 一般社団法人医新会　鳥飼よろずクリニック 弁天１－２－２－６００ 大阪ベイタワーイースト６階 ６６８４－８４５６

柿原医院 千島１－１３－２３ ６５５１－６１００

医療法人　しまもとクリニック 千島３－１１－４ ６５５５－８６５５

荘田診療所 泉尾１－８－１６ ６５５１－００４１

中石医院　　　　 上本町６－２－２６ 大和上六ビル２階 ６１９１－７１１７

めぐみ内科ハートクリニック 上本町６－４－１２ ６７７９－０５２２

医療法人瑞穂会　ともの木クリニック　 清水谷町７－９ ６７６８－８５６６

医療法人松徳会　桃山クリニック 筆ヶ崎町２－２２ ＶＩＴＡＭＯＭＯＹＡＭＡ２階 ６７７３－８３０６

上本町リウマチこまちクリニック 石ケ辻町１３－１４ ６７７５－１０２５

はらのむらクリニック 真法院町２１－３ ６７７６－０２０３

きむ循環器内科医院 勝山３－６－８ ＳＬビル３階 ４３０５－６９７１

医療法人　喜多岡医院 大道３－１－２３ ＥＭＡビル２０１ ６７７１－８０２５

あづま脳神経外科リハビリクリニック 生玉前町２－６ ４３０３－５７２０

佐久間医院 日本橋４－２－１０ ６６４１－６１９５

川田医院 日本橋東３－７－７ 川田ビル１階 ６６４１－１８７３

満領会　有田医院 桜川４－１１－１６ アリタビル１階 ６５６８－０７０１

じくはら医院 佃３－７－３２ ６４７２－４４０７

医療法人　田井内科クリニック　　 佃３－１９－１１ ルネッサンスクレージュ１階 ６１９５－１６３６

歌島上田クリニック 御幣島１－４－９ ６４７１－１０００

大阪労働衛生センター第一病院 御幣島６－２－２ ６４７４－１２０１

金井クリニック 出来島２－５－１３ ６４７６－５０５５

波津診療所 姫島１－１８－１２ ６４７５－５０６７

馬場内科クリニック　 西中島１－１３－８ Ｎ＇ＳＦｉｒｓｔⅠ２Ｍ ６１９５－３７３０

医療法人健昌会第二診療所 十三本町１－１－９ ６３０３－０８５０

秀壮会　第２秀壮会クリニック 十三本町１－１２－１５ ６３０９－１１１８

秀壮会クリニック 塚本２－１９－１２ ６３０２－１１３８

曉会　田辺整形外科 塚本２－２４－８ タバタビル２階 ６３０７－５１５１

橋本クリニック 塚本３－１３－９ ６３０８－３３００

医療法人　安岡医院　内科・小児科 三津屋北１－６－１８ ６３０１－６２２４
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区 医　療　機　関　名 住　　所 電　話　番　号

よどがわ保健生協　コープこぶし通り診療所 豊新１－３－１ ６３７９－６４６６

医誠会　医誠会病院 菅原６－２－２５ ６３２６－１１２１

松岡医院 淡路５－１－１９ 松岡医療ビル１階 ６３２３－０６０１

風早会　外科野﨑病院 深江南２－２０－１５ ６９７１－３５０６

神愛会　宮本クリニック 神路３－１０－４ ６９７５－０１１５

朋愛会　朋愛病院　　 大今里１－２５－１１ ６９７３－１１２２

よつ葉クリニック 大今里３－１４－２３ ６９７６－００４８

富畑内科クリニック 大今里西３－２－６８ ６９８１－０６１０

健生会　福田診療所 東中本１－４－１７ ６９７４－２２２０

たまつくりクリニック 中道３－１６－１５ ソレアード玉造１階 ６９７２－０３１６

岸田内科 小路東１－３－２６　 ６７５１－３５００

アエバ会　アエバ外科病院 勝山南４－６－５ ６７１５－０７７１

康仁会　鶴橋中央診療所 鶴橋２－１６－７ ６７３１－２５７９

春信会　長谷川医院 桃谷２－５－２５ ６７１１－２２０８

宮﨑医院 千林２－８－１４ ６９５１－２５２４

清水会　ミズノ胃腸科内科外科診療所 新森３－３－３１ ６９５２－５０５８

おく内科・在宅クリニック 新森７－１－４ ６９５６－６９３７

清翠会　牧病院 新森７－１０－２８ ６９５３－０１２０

久原診療所 古市３－２４－１８ ６９３９－３２２３

社会医療法人有隣会　東大阪病院 中央１－７－２２ ６９３９－１１２１

野江内代クリニック 野江４－１－８－１０１ ６９３２－４９７０

いわた脳神経外科クリニック 成育２－１３－２７ クリニックステーション野江１－B ６９３５－２３３５

若松医院 成育５－８－１５ ６９３１－６１２３

医誠会　城東中央病院 鴫野西５－１３－４７ ６９６２－００１５

福肇会　正木脳神経外科クリニック 蒲生２－９－７ ６９３０－１００３

山中医院 諏訪１－３－１ ６９６１－１９５１

中河クリニック 今津中３－８－９ 中河ビル１階 ６９６２－９９０１

医療福祉生活協同組合おおさか コープおおさか病院 鶴見３－６－２２ ６９１４－１１００

日比野内科クリニック 鶴見５－５－１６ メゾンシュールプラージュ１階 ６９１５－６３１１
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区 医　療　機　関　名 住　　所 電　話　番　号

一功会 やまなか脳神経外科・内科・リハビリクリニック 天王寺町北３－１１－４ ６７１０－１５１５

整形外科・内科しょうもとクリニック 王子町３－６－８ ７１７６－２３２７

冨吉医院 丸山通１－３－４６ ６６５１－４３０４

すずかけの木クリニック　 松崎町２－３－３７－１０４ ６６２６－２１１０

蘭畦会　わだ内科整形外科 粉浜２－３－１７ ６６７５－４００８

芳野会　芳野医院 粉浜２－６－１２ ６６７３－６２６５

みなみクリニック　 浜口東２-８-１１ シエーヌパレ１階 ４７０１－８５００

なかのクリニック 安立４－４－７ ６６７８－５５５０

三宝会　南港病院 北加賀屋２－１１－１５ ６６８５－８８０１

さくま診療所 緑木１－１－３５ 植田マンション１階 ６１１５－３９３５

広畑医院 長居３－１２－１９ ６６９１－３７８７

上野会　上野会クリニック　　 長居東４－２１－２６ ６６０９－１６５０

陽光会　市吉医院 我孫子東３－１－３５ ６６９１－１６７４

慈心会　あびこ病院 我孫子３－３－２０ ６６９１－１１５５

鹿野苑会　河野クリニック 杉本２－２０－１０ ６６９１－２９７３

河南医院 遠里小野１－１２－９ ６６９１－１３２２

メディコンフォート　中西クリニック　 清水丘１－２５－１２ ６６７１－５０００

さらたにクリニック　 東粉浜２－２０－２ ６６７３－３０００

三幸会　小澤診療所 帝塚山東３－８－１５ ６６７１－６７８０

千寿会　ヒグチ外科 中野１－５－６ ６７０２－１２０５

森本内科クリニック 矢田１－１９－２０ ６６９８－４１８４

ウマノ整形外科クリニック 矢田２－１７－３ オーシャン長居公園１階 ６６９８－８４１１

金子外科　　 東田辺２－２７－８ ６６０７－５２２５

西村会　西村診療所　　 山坂２－４－４ ６６２１－２３６３

医療法人　田中クリニック 西今川３－２５－１ ６７０５－５５５６

平野 池渕クリニック 長吉出戸２－４－１６ ６７０９－００８４

生樹会　浦上病院 天下茶屋北２－５－１５ ６６４９－２１９１

横谷医院 梅南１－２－３７ ６６６１－１４５５

嘉健会　思温病院　 松１－１－３１ ６６５７－３７１１

森整形外科 岸里東２－１４－２２ ６６６１－４９７８

山紀会　山本第三病院 南津守４－５－２０ ６６５８－６６１１
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