
個別接種

医療機関名 住所
接種
対象

予約
方法

電話番号 備考

医療法人福肇会 正木脳神経外科クリニック 城東区蒲生2-9-7 一般 電話 06-6930-1003

医療法人 池岡診療所 池岡クリニック 城東区関目1-18-13 一般 電話 06-6931-6665

医療法人誠真会 関目病院 城東区関目2-13-13 一般 電話 06-6931-3211

医療法人 はしもと診療所 城東区関目3-11-24 一般 電話 06-6９３６-8181

城東なかいクリニック 城東区関目3-12-31 シャトー新関目1階 一般
来院
電話

06-6931-8100

さかぐち診療所 城東区関目4-6-10 コーポミカミ１階 一般 電話 06-6９３０-３５７７

医療法人秀奈会 きょうクリニック 城東区関目5-16-19 103号 一般 電話 06-６９３５-７６５５

医療法人 中浜医院 城東区古市2-3-19 一般
来院
電話

06-6931-8163

久保医院 城東区古市2‐3-30 一般
来院
電話

06-6931-5363

生活協同組合ヘルスコープおおさか
城東診療所

城東区今福西1-1-30 一般
来院
電話

06-6931-0779

蒲生4丁目クリニック
城東区今福西1-9-3 メディカルアベニュー城東
５階

一般 電話 06-4255-6700

医療法人澄心会 いでぐち医院 城東区今福西3-7-28 富士谷BLD２階 一般 電話 0７０-８９４１-６６６４

柿本耳鼻咽喉科 城東区今福西3-8-22 一般 Web

やましたこころのクリニック 城東区今福東1-12-3 TYビル３階302号 一般 Web

川戸クリニック
城東区今福東1-13-8 今福つるみクリニックビル
２階

一般
来院
電話

06-６９３５-１１１４

馬場内科・循環器科 城東区今福東3-10-18 一般
来院
電話

06-６１８０-０３０７

かねみつクリニック 城東区今福東3-5-6 メディカルモール今福２階 一般
Web
来院
電話

070-８４１４-５７２９
Web予約はメールにて
kane32.clinic@gmail.com

植月診療所 城東区今福東3-5-6 メディカルモール今福3階 一般 06-4255-3001

クローバークリニック
城東区鴫野西4-1-33 ウェルフェア大阪京橋ビル
１階

一般
Web
電話

050-5526-２９３４ 予約は専用サイト（当院HP参照）

にしクリニック
城東区鴫野西5-1-24 ビエラタウン鴫野
JR鴫野駅NKビル２階

一般
Web
電話

06-６１６７-７７００

耳鼻咽喉科はしもとクリニック 城東区鴫野西5-22-12 一般
来院
電話

06-6969-1169

医療法人阪友会 有賀耳鼻咽喉科 城東区鴫野東1-13-10 小竹クリニックビル５階 一般 電話 06-6969-8877

福田医院 城東区鴫野東2-12-2 一般 電話 06-6９６１-３２７９

このまちクリニック京橋
城東区新喜多1-2-7 リバーカントリーガーデン京橋
2階

一般 電話 06-6948-5303

おおにし内科・小児科 城東区諏訪1-16-4 一般 電話 06-6965-3700

医療法人潤優会 松谷クリニック 城東区諏訪1-18-5 一般 Web

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

一般 Web 080-1377-9885

やながわ内科クリニック
城東区成育2-13-27 クリニックステーション野江
２F-A

一般
Web
電話

06-4255-6111

生活協同組合ヘルスコープおおさか
のえ生協診療所

城東区成育4-29-5 一般 電話 06-6931-6213

医療法人 若松医院 城東区成育5-8-１5 一般
来院
電話

06-6931-6123

医療法人有光会 サトウ病院 城東区東中浜1-2-23 一般 電話 06-6961-3191

そがクリニック 城東区永田3-2-6 フレンドタウン深江橋2階 かかりつけ 電話 06-6180-6710

根本医院 城東区永田4-15-6 かかりつけ 来院

おのい深江橋診療所 城東区永田4-11-14 かかりつけ 電話 06-６９６７-２０２０

生活協同組合ヘルスコープおおさか
蒲生厚生診療所

城東区蒲生3-15-12 かかりつけ 電話 06-69５５-９８８８

医療法人 高田医院 城東区関目1-13-17 かかりつけ 電話 06-6931-3174

福田クリニック 城東区関目1-3-11 かかりつけ 電話 070-32４8-7884

野口医院 城東区関目3-13-1 かかりつけ 電話 090-8120-8738

医療法人阪友会 酒井耳鼻咽喉科 城東区関目5-5-13 寺崎ビル１階 かかりつけ
来院
電話

06-6933-1133

城東医院 城東区関目3-7-20 かかりつけ
来院
電話

06-6931-3749

医療法人啓春会 いけじり内科外科クリニッ
ク

城東区関目6-7-8 かかりつけ
Web
電話

06-61８０-１１００ かかりつけの方のみ来院時に予約受付

医療法人 久原診療所 城東区古市3-24-18 かかりつけ 電話 06-6939-3223

つくもクリニック
城東区古市3-8 プロムナーデ関目第7号棟
第106号室

かかりつけ 電話 06-６１８０-９５５９

医療法人 林クリニック 城東区今福西1-12-3 かかりつけ
来院
電話

06-6９３４-０１０８ かかりつけ以外の人は来院予約

医療法人由保会 良原クリニック
城東区今福西2-13-12
マジェスティック・レジデンス １階

かかりつけ 電話 06-6９３５-2０５０

医療法人みつば会 はしもと内科循環器内科
クリニック

城東区今福西2-6-6 グランピア今福１階 かかりつけ 電話 06-6７８６-2508 かかりつけ患者の家族は受入可

医療法人 吉田こどもクリニック 城東区今福西4-6-22 今福西ハートビル2階 かかりつけ
Web
電話

06-6９３４-０６００

医療法人 香仁会 鯰江内科クリニック 城東区今福西2-10-18 かかりつけ 電話 06-６９３１-２７２２

ふなおか消化器・内視鏡クリニック
城東区今福東1-13-8 今福つるみクリニックビル
1階

かかりつけ
来院
電話

06-6180-3255

医療機関名 住所
接種
対象

予約
方法

電話番号 備考

医療法人健成会 なりたクリニック 城東区今福東1-14-11 かかりつけ 電話 06-6９３２-2411

みらい眼科皮膚科クリニック 城東区今福東1-14-11-6階 かかりつけ
来院
電話

06-6９３４-１１４６

医療法人山久会 山田内科医院 城東区今福東1-7-5 かかりつけ 来院

医療法人清医会 三上クリニック 城東区今福東3-13-20 かかりつけ

やすだクリニック 城東区今福東3-5-6 １階 かかりつけ 電話 070-8474-5711
予約開始日、時間については当院HP
参照

はしもと内科
城東区鴫野西4-10-14
鴫野ショッピングフロアーステップ２階

かかりつけ 来院

すぎた内科クリニック 城東区鴫野東1-3-8 ハイツ丹洋１階 かかりつけ 電話 06-6180-3600

にのみやこどもクリニック 城東区鴫野東2-11-15 1階 かかりつけ
Web
来院

医療法人博仁会 たけ内科クリニック 城東区鴫野東2-12-17 かかりつけ 来院 詳細はホームページを参照

高橋内科 城東区鴫野東3-3-23 かかりつけ
来院
電話

06-6180-５０１１

医療法人承寿会 勝田医院 城東区鴫野東3-4-1 かかりつけ 電話 06-6969-8460

医療法人 山中医院 城東区諏訪１-３-１ かかりつけ 電話 06-696１-1９５１

金谷診療所 城東区諏訪2-5-14 シルバーハイツ１階 かかりつけ
来院
電話

06-6963-1560

医療法人奥景会 ひびきクリニック 城東区諏訪2-5-15 シルバーハイツ１階 かかりつけ
来院
電話

06-6963-１１３７

堀澤整形外科 城東区諏訪3-4-22 第2ティピカル１階 かかりつけ 来院

大西診療所 城東区諏訪4-17-1 かかりつけ 来院

福島脳外科クリニック 城東区諏訪4-3-6 ケインズ深江橋１階 かかりつけ 電話 06-6964-1903

医療法人 北山内科クリニック 城東区成育1-1-12 かかりつけ
来院
電話

06-6932-1810

こくない皮膚科クリニック 城東区成育2-13-27 かかりつけ
来院
電話

06-6936-3200

やぶきクリニック 城東区成育4-20-１6 かかりつけ
来院
電話

090-８８８８-3738

医療法人仁翔会 松矢整形外科 城東区成育4-6-13 かかりつけ
来院
電話

06-6933-7700

医療法人翠真会 のえ皮膚科クリニック 城東区成育1-2-30 かかりつけ 電話 06-6167-8102

医療法人上善会 にしじまファミリークリ
ニック

城東区中央2-13-19 YKマンション１階 かかりつけ 電話 06-6786-1115

セントラルクリニック岡本 城東区中央2-15-13 ニュー京阪マンション１階 かかりつけ 電話 06-6923-8000

高見医院 城東区中浜1-20-7 アベニューKN１０１号 かかりつけ 電話 06-6963-7661
かかりつけ親族は受入可。一般の方は
電話にて問い合わせください。

いわもと内科クリニック 城東区中浜3-14-15 かかりつけ 来院
１、２回目を当院で接種した方のみ受付
可

中島内科医院 城東区中浜３-１７-１４ かかりつけ 来院

社会医療法人大道会 大道クリニック 城東区東中浜１-４-２５ かかりつけ
来院
電話

０６-６９６１-５１５１

医療法人 奥井内科クリニック 城東区東中浜2-7-5 かかりつけ
来院
電話

06-6961-3761

医療法人 岸本整形外科 城東区東中浜3-3-4 リッツ貮番館１階 かかりつけ 電話 06-6163-1500

医療法人 柳原医院 城東区東中浜3-4-1 かかりつけ
来院
電話

06-6962-2924 かかりつけの親族、近隣の方の受入可

医療法人悠亜会 かわい内科クリニック 城東区東中浜3-7-14 かかりつけ
来院
電話

06-6962-3133

すみやクリニック 城東区放出西3-1-4 かかりつけ 来院

あつた内科と痛みのクリニック 城東区野江1-2-3 モリビル京橋１１１号 かかりつけ
来院
電話

06-6933-7000

医療法人 本田整形外科内科 城東区野江3-12-28 かかりつけ 来院

医療法人 伊東内科クリニック 城東区野江4-10-22 かかりつけ
来院
電話

06-6786-1114 予約方法は院内およびHPで周知

医療機関に直接予約 大阪市内の
取扱医療機関一覧▶ 令和4年5月25日時点

 新型コロナワクチン接種（3・4回目）を受けられる医療機関の一覧です

 1・2回目接種については、各医療機関に直接お問い合わせください

 公表の同意を得た医療機関のみ掲載しています

医療機関名 住所
接種
対象

予約
方法

電話番号 備考

医療法人 池岡診療所 池岡クリニック 城東区関目１-１８-１３ 一般
来院
電話

０６-６９３１-６６６５

医療法人誠真会 関目病院 城東区関目２-１３-１３ 一般 電話 ０６-６９３１-３２１１

城東なかいクリニック 城東区関目３-１２-３１シャトー新関目１階 一般
来院
電話

０６-６９３１-８１００

生活協同組合ヘルスコープおおさか
城東診療所

城東区今福西１-１-３０ 一般
来院
電話

０６-６９３１-０７７９

柿本耳鼻咽喉科 城東区今福西３-８-２２ 一般 Web

かねみつクリニック 城東区今福東３-５-６ メディカルモール今福２階 一般
Web
来院
電話

070-8414-５７２９
Web予約はメールにて
kane32.clinic@gmail.com

にしクリニック
城東区鴫野西５-１-２４ ビエラタウン鴫野
JR鴫野駅NKビル２階

一般
Web
電話

０６-６１６７-７７００

医療法人奥景会 ひびきクリニック 城東区諏訪２-５-１５ シルバーハイツ１階 一般
来院
電話

０６-６９６３-１１３７

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

一般 Web 080-1377-９８８５

医療法人 若松医院 城東区成育５-８-１５ 一般
来院
電話

０６-６９３１-６１２３

医療法人有光会 サトウ病院 城東区東中浜１-２-２３ 一般 電話 ０６-６９６１-３１９１

医療法人健成会 なりたクリニック 城東区今福東１-１４-１１ かかりつけ 電話 ０６-６９３２-２４１１

医療法人 奥井内科クリニック 城東区東中浜２-７-５ かかりつけ
来院
電話

０６-６９６１-３７６１

医療法人 本田整形外科内科 城東区野江３-１２-２８ かかりつけ 来院

ファイザー ファイザー
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