風しん５期予防接種実施医療機関一覧
名称

郵便番号

住所

方書

電話番号

市町村区分

医療法人つとむ会 澤田内科医院

530-0001 北区梅田１―２―２―２００

大阪駅前第２ビル２階 6343-1414 北区

今村クリニック

530-0001 北区梅田３―１―１

サウスゲートビル１７階 6341-5881

北区

医療法人国崇会 北中レディースクリニック

530-0001 北区梅田２－２－２

ヒルトンプラザウェスト４Ｆ 6348-1404

北区

Ｄ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃｌｉｎｉｃ Ｏｓａｋａ

530-0001 北区梅田２－５－２５

ハービスプラザ４Ｆ 6451-1515 北区

梅田内科ファミリークリニック

530-0001 北区梅田１－８－１６

ヒルトンプラザイースト５Ｆ

6341-8008 北区

医療法人オーク会 オーク梅田レディースクリニック

530-0002 北区曽根崎新地１－３－１６

京富ビル９階

6348-1511 北区

小林堂島クリニック

530-0003 北区堂島１―６―２０

6345-0946 北区

石上クリニック

530-0005 北区中之島３－３－２３－２６１１

6131-4506 北区

加納内科

530-0005 北区中之島６―２―２７

小林堂島クリニック 6445-1103 北区

いわいレディースクリニック 530-0005 北区天神橋４－１１－６

6882-8686 北区

医療法人近藤クリニック 530-0013 北区茶屋町１―２７

ＡＩＧ梅田ビル１階

6375-2222 北区

東本内科

三晃ビル２Ｆ

6373-0381 北区

安田ビル３階

6371-2896 北区

530-0013 北区茶屋町３－１

心療内科つばくろ診療所 530-0014 北区鶴野町１－３

にしひら内科クリニック 530-0015 北区中崎西１－４－２４

6377-1199 北区

梅田ＮＯＲＩ内科・消化器内科クリニック

530-0018 北区小松原町３－３

ＯＳビル８階

6131-1085 北区

富野医院

530-0022 北区浪花町１４－３５

6371-1816 北区

医療法人東田クリニック 530-0022 北区浪花町１２－１９

6359-1310 北区

医療法人医心会扇町メディカルクリニック

530-0026 北区神山町１―７

アーバネックス神山町ビル２Ｄ

6364-2022 北区

うえやま内科

530-0036 北区与力町２―１６―１０１

ローレルコート与力町エルグレース

6135-0161 北区

安達クリニック

530-0037 北区松ケ枝町１―３

いちご南森町ビル 6358-1008 北区

クリニック小早川

530-0041 北区天神橋２―２―２３

4801-0212 北区

医療法人 河野医院

530-0041 北区天神橋３―１―１０

6351-3829 北区

祐斎堂森本クリニック

530-0041 北区天神橋５―７―１０

さかしん天神橋ビル２Ｆ 4800-3010

北区

川島産婦人科クリニック 530-0041 北区天神橋５－５－２３

6351-2374 北区

田淵医院

6351-4873 北区

530-0043 北区天満１―１９―１

東梅田かなもりクリニック 530-0051 北区太融寺町６－８

阪急産業梅田ビル９Ｆ 6755-4501 北区

不藤医院

530-0052 北区南扇町７―２―１０２

センチュリーパーク ユニ東梅田１Ｆ

6311-3796 北区

医療法人見宜堂 梅田血管外科クリニック

530-0057 北区曽根崎２－１－１２

国道ビル５Ｆ

6311-2856 北区

大ビル湯徳医院

530-6105 北区中之島３－３－２３

6445-0934 北区

社会医療法人 協和会 加納総合病院

531-0041 北区天神橋７―５―１５

6351-5381 北区

医療法人朋詠会 たむらクリニック

531-0041 北区天神橋８－９－１０

6242-0140 北区

みなとクリニック

531-0063 北区長柄東１―４

医療法人 美和会 平成クリニック

531-0071 北区中津１－１１－６

6292-0006 北区

せお内科クリニック

531-0071 北区中津１－２－２１

中津明大ビル１階 6373-2222 北区

樋口医院

531-0073 北区本庄西２ー５ー２６

6375-3636 北区

のだこどもクリニック

531-0074 北区本庄東１－１－１０

ＲＩＳＥ８８ビル１階 6136-7205 北区

吉本診療所

531-0076 北区大淀中３―２―１２

6453-0910 北区
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さざなみ団地２４号棟１０２

6356-7381 北区
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名称

郵便番号

住所

方書

電話番号

かしいクリニック

531-0076 北区大淀中３－１１－３２

吉村内科クリニック

532-0002 淀川区東三国２―３８―３

トーヨーハイロンビル１Ｆ 6396-0388

医療法人康木会 木戸クリニック

532-0002 淀川区東三国３―１０―３

プライムハイツ新大阪２０５

市町村区分

6451-8864 北区

淀川区

6397-7005 淀川区

医療法人新生クリニック 532-0002 淀川区東三国４ー１５ー１３

6391-5061 淀川区

こおりたクリニック

532-0002 淀川区東三国５―１５―２７

6394-0055 淀川区

医療法人修恩会 寺岡内科医院

532-0002 淀川区東三国６―１９―８

6399-0671 淀川区

医療法人 西出医院

532-0002 淀川区東三国６－１０－１

6392-1441 淀川区

医療法人吉田医院

532-0002 淀川区東三国６－１８－２７

6398-3905 淀川区

磯貝内科

532-0003 淀川区宮原２―２―３

医療法人 晶瑛会 鈴木小児クリニック

532-0003 淀川区宮原４―４―２

まさもと耳鼻咽喉科アレルギー科

532-0003 淀川区宮原４－３－１２

新大阪明幸ビル１０３ 6395-3387 淀川区

もりたこどもクリニック

532-0004 淀川区西宮原３－３－９８

宮原クリニックモール３０１号

清水こどもクリニック

532-0005 淀川区三国本町２―１８―３０―３０１

6396-8585 淀川区

東淀川病院

532-0005 淀川区三国本町３―１８―３

6394-0551 淀川区

おばやしクリニック

532-0005 淀川区三国本町３―３７―３５―３０５

6399-2201 淀川区

田中クリニック

532-0005 淀川区三国本町３－９－３７

6395-1159 淀川区

淀川コーポ１階

6394-0460 淀川区
6396-7555 淀川区

6395-2525 淀川区

ファミリークリニックあい 532-0006 淀川区西三国１－３－２９

ファルマプランビル２階 6150-2051 淀川区

医療法人はるなクリニック 532-0006 淀川区西三国１－３－１３

ウイング青山２０２号室 4807-5130

淀川区

ならはら医院

532-0011 淀川区西中島１―１５―１０

6301-2909 淀川区

医療法人すみれ会 今井クリニック

532-0011 淀川区西中島７―１―８

ウィンビル２階

久保クリニック

532-0012 淀川区木川東１－１１－１９

有馬パレス西中島１Ｆ 6195-1888 淀川区

吉村耳鼻咽喉科

532-0013 淀川区木川西２―２―１８

6305-4927 淀川区

北大阪医療生活協同組合十三病院

532-0013 淀川区木川西３―４―１５

6303-8731 淀川区

うえだクリニック

532-0013 淀川区木川西２－６－３

6195-8955 淀川区

鍋島クリニック

532-0023 淀川区十三東３―２７―２４

6301-3288 淀川区

6307-1224 淀川区

医療法人 細江クリニック 532-0023 淀川区十三東３―５―１３

6303-7814 淀川区

小竹医院

532-0023 淀川区十三東３－２６－１５

6131-8522 淀川区

医療法人きど内科・小児科クリニック

532-0023 淀川区十三東４－３－４１

金崎医院

532-0024 淀川区十三本町２－８－２

6301-3989 淀川区

医療法人健昌会 第二診療所

532-0024 淀川区十三本町１－１－９

6303-7282 淀川区

医療法人きぬがわ内科循環器内科

532-0025 淀川区新北野３－１２－７

6889-5200 淀川区

秀壮会クリニック

532-0026 淀川区塚本２－１９－１２

6302-1138 淀川区

橋本クリニック

532-0026 淀川区塚本３―１３―９

6308-3300 淀川区

医療法人 和田内科

532-0026 淀川区塚本４－３－３

6301-6007 淀川区

原田ビル１０１

6195-7037 淀川区

医療法人 隅倉クリニック 532-0026 淀川区塚本５―６―１７

6390-2776 淀川区

医療法人 井上クリニック 532-0028 淀川区十三元今里１―７―２２

6308-7427 淀川区

532-0028 淀川区十三元今里１―９―２６

6300-1156 淀川区

木戸内科医院
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名称
星医院

郵便番号

住所

方書

532-0028 淀川区十三元今里２－１３－１６

電話番号

市町村区分

6309-6555 淀川区

ファミリークリニックなごみ 532-0031 淀川区加島４―２―１７

6300-5517 淀川区

西村内科・神経内科クリニック

532-0031 淀川区加島３－中８－１６

6307-4144 淀川区

医療法人桂寿会 桂寿クリニック

532-0031 淀川区加島２－４－８

6309-3581 淀川区

医療法人 大西クリニック 532-0032 淀川区三津屋北１―５―２０

神崎川クリニックビル１階 6886-7767

淀川区

医療法人 栄弘会 宮下内科

532-0032 淀川区三津屋北１―６―３

6301-4693 淀川区

医療法人 藤本医院

532-0035 淀川区三津屋南２ー１７ー１２

6306-1810 淀川区

医療法人横田クリニック 533-0001 東淀川区井高野１―１―２９

6340-4158 東淀川区

赤井内科泌尿器科クリニック

533-0001 東淀川区井高野２―５―８

医療法人 昌貴会 かわせ小児科

533-0001 東淀川区井高野２丁目５番８号 井高野中央ビル２階 6829-2777

土屋医院

533-0002 東淀川区北江口４―２１―１３

6829-0055 東淀川区
東淀川区

6340-7008 東淀川区

くりもと循環器クリニック 533-0003 東淀川区南江口２－７－２９

6195-6211 東淀川区

中野内科クリニック

533-0004 東淀川区小松１―１０―２０

4809-1138 東淀川区

松山診療所

533-0004 東淀川区小松１―９―８

6328-1808 東淀川区

玉谷クリニック

533-0004 東淀川区小松１－７－１５

6323-8181 東淀川区

浜田整形外科

533-0005 東淀川区瑞光１―１２―１２―１０１ シセイビル１階

6321-7103 東淀川区

医療法人 聖心会 清水クリニック

533-0005 東淀川区瑞光１―４―２６

6370-0033 東淀川区

医療法人菊秀会 やすらぎ医院

533-0005 東淀川区瑞光１―６―１２

6815-7717 東淀川区

たはし内科クリニック

533-0005 東淀川区瑞光４－１－１８

医療法人前田こどもクリニック

533-0006 東淀川区上新庄２―１５―１８ 旭丘ビル４Ｆ

6990-1115 東淀川区

井上内科

533-0006 東淀川区上新庄２―８―２３

6320-2761 東淀川区

安積診療所

533-0007 東淀川区相川２―９―１８

6340-1977 東淀川区

医療法人桃和会うえのクリニック

533-0011 東淀川区大桐１－７－１６

6323-0011 東淀川区

よしかクリニック

533-0012 東淀川区大道南３－１４－４

6195-1777 東淀川区

山本クリニック

533-0013 東淀川区豊里２―１―４―１０９

6320-3533 東淀川区

ひろざね内科・循環器科 533-0013 東淀川区豊里４―５―２１

サンピア２１ １Ｆ

大光ビル１階

6326-7460 東淀川区

6323-6081 東淀川区

医療法人順心会藤本クリニック

533-0013 東淀川区豊里５－２１－１５

6328-1850 東淀川区

医療法人 和光会 光井診療所

533-0013 東淀川区豊里６―４―１４

6327-3805 東淀川区

白山クリニック

533-0013 東淀川区豊里７ー３３ー７

6320-9595 東淀川区

医療法人 石田クリニック 533-0014 東淀川区豊新３ー２５ー１９

6325-0246 東淀川区

西田医院

533-0014 東淀川区豊新３―１５―１４

6327-4341 東淀川区

医療法人 東永内科リウマチ科

533-0014 東淀川区豊新５―６―１９

6329-0276 東淀川区

医療法人若葉会 淀川若葉会病院

533-0014 東淀川区豊新５－１５－２５

6327-0871 東淀川区

河合内科医院

533-0015 東淀川区大隅２―６―１５

6328-1545 東淀川区

医療法人 俊英会 内田医院

533-0021 東淀川区下新庄４―１１―２１

6322-6435 東淀川区

医療法人 タツミ医院

533-0021 東淀川区下新庄５―５―３

6327-2880 東淀川区

笹川医院

533-0021 東淀川区下新庄５―９―１３

6328-6128 東淀川区
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名称

郵便番号

住所

方書

電話番号

市町村区分

岡部内科クリニック

533-0023 東淀川区東淡路４―１０―２

6815-8100 東淀川区

医療法人田中医院

533-0023 東淀川区東淡路２－１６－５

6322-1687 東淀川区

ごとう内科・消化器内科 533-0023 東淀川区東淡路４－１７－１７ ３Ｆ・４Ｆ

6195-5107 東淀川区

ヒロレディースクリニック 533-0023 東淀川区東淡路４－３０－２

6990-5100 東淀川区

医療法人あけぼの会 あけぼのＧＭクリニツク

イーズメディテラス２ ４階

533-0031 東淀川区西淡路２―１５―５

6323-2650 東淀川区

医療法人中城クリニック 533-0031 東淀川区西淡路４―２５―７０

6327-5002 東淀川区

よどがわ保健生活協同組合 淡路診療所

533-0031 東淀川区西淡路５―１１―１１

6322-5211 東淀川区

おおはらクリニック

533-0031 東淀川区西淡路１－１５－１０

淀川グリーンハイツ １Ｆ 6323-3660 東淀川区

森川こどもクリニック

533-0032 東淀川区淡路２―１６―６

医療法人慈真会安田内科クリニック

533-0032 東淀川区淡路３―２０―２３

メゾンドール清水１０２号 6320-1010 東淀川区

渋川医院

533-0032 東淀川区淡路３―１３―２４

6322-5877 東淀川区

中井医院

533-0033 東淀川区東中島２―２０―７

長尾医院

533-0033 東淀川区東中島３―２―２

6323-8850 東淀川区

医療法人仁松会西脇診療所

534-0001 都島区毛馬町３―２―２

6921-2255 都島区

コープ淀川クリニック

534-0001 都島区毛馬町４―４―６

6927-1135 都島区

医療法人 池田医院

534-0002 都島区大東町１―９―１

6921-1994 都島区

医療法人 とおやま耳鼻咽喉科

534-0012 都島区御幸町１―９―１

6923-4187 都島区

医療法人けやき会 やぎクリニック

534-0013 都島区内代町１―２―３２

おたきクリニック

534-0014 都島区都島北通１－１３－１３

医療法人梅本会 梅本耳鼻咽喉科

534-0015 都島区善源寺町１―５―５４

6327-0415 東淀川区

シュウライフ新大阪１Ｆ 6323-5218 東淀川区

サンシャイン８８ １階 6954-0100 都島区

6180-6700 都島区

３Ｆ

医療法人 武内小児科 534-0015 都島区善源寺町２ー３ー２５

6924-3387 都島区
6922-4158 都島区

医療法人浩佑会 ごとう内科クリニック

534-0015 都島区善源寺町２－２－２２

善源寺メディカルモール２階

豊小児科

534-0016 都島区友渕町１―５―４

ベルパークシティ内 6928-1112 都島区

柏井内科

534-0016 都島区友渕町１―６―３

ローレルスクエア都島ノースウィング１階

医療法人 たにクリニック 534-0016 都島区友渕町３―４―２２ー１０４

医療法人竹村クリニック 534-0021 都島区都島本通３―７―８

6924-8868 都島区

6926-3101 都島区
6925-3655 都島区

高橋ビル１Ｆ

6921-3541 都島区

コープ都島クリニック

534-0021 都島区都島本通３ー１７ー１０

ひげクリニック

534-0021 都島区都島本通３－２４ー６

医療法人社団 宏久会 泉岡医院

534-0024 都島区東野田町５－５－８

鈴木内科クリニック

534-0024 都島区東野田町２―９―７

安芸医院

534-0027 都島区中野町１―３―１８

6881-2005 都島区

医療法人尽生会 聖和病院

534-0027 都島区中野町１―７―３２

6352-2525 都島区

こばし内科クリニック

534-0027 都島区中野町３―５―３７

6882-2385 都島区

すぎもと医院

534-0027 都島区中野町５－３－１８

6924-7077 都島区

医療法人仁慈会高橋内科皮膚科クリニック

535-0001 旭区太子橋１－１－１－１０５

6953-2305 旭区

西沢クリニック

535-0002 旭区大宮１―１―５

医療法人桜医会 さくらクリニック

535-0002 旭区大宮１―１３―９
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6923-3719 都島区

西田ビル１階

6929-5858 都島区
6922-0890 都島区

Ｋ２ビル１階

6351-1002 都島区

グリーンプラザ１Ｆ 6957-1100 旭区
6954-0707 旭区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
名称

郵便番号

住所

方書

電話番号

市町村区分

医療法人景友会 金沢外科胃腸科肛門科

535-0002 旭区大宮１―２０―１９

6955-1512 旭区

山村クリニック

535-0002 旭区大宮３―２―２７

6954-2122 旭区

医療法人柴医院

535-0002 旭区大宮３―８―１６

6951-6085 旭区

天津医院

535-0002 旭区大宮４―６―５

6954-4145 旭区

医療法人焦クリニック

535-0002 旭区大宮４―９―３９

6957-2222 旭区

医療法人藤仁会藤立病院 535-0002 旭区大宮５―４―２４

6955-1221 旭区

医療法人 中浜医院

535-0003 旭区中宮２―１５―３

6951-0759 旭区

医療法人 篠原医院

535-0003 旭区中宮５―３―２７

6951-4556 旭区

医療法人登志会村瀬クリニック

535-0004 旭区生江１―６―８

6927-6610 旭区

医療法人双樹会守上クリニック

535-0004 旭区生江１―９ー１８

6927-1666 旭区

あかがわ生協診療所

535-0004 旭区生江２―８―８

6921-3008 旭区

医療法人博愛会博愛城北病院

535-0004 旭区生江３―１１―１１

6922-6721 旭区

生江診療所

535-0004 旭区生江３―１６―６

6923-2645 旭区

医療法人榊原クリニック 535-0005 旭区赤川２―１４―５

6921-3037 旭区

医療法人輝晃会 北村医院

535-0005 旭区赤川４ー１７ー５

6921-4061 旭区

政近診療所

535-0011 旭区今市１―１１―１１

6955-1267 旭区

宮崎医院

535-0012 旭区千林２－８－１４

6951-2524 旭区

向井医院

535-0013 旭区森小路１－３－２８

6954-2617 旭区

服部医院

535-0013 旭区森小路２―１８―１

6951-3356 旭区

井口診療所

535-0013 旭区森小路２―１８―４

6953-6789 旭区

あおばおうちクリニック 535-0013 旭区森小路１－１１－１０
医療法人たにぐちクリニック 535-0013 旭区森小路２－３－２７

050-3774-3191

サンハイツ１階

旭区

6951-1717 旭区

医療法人 昭成会 加藤医院

535-0021 旭区清水３―２１―２３

6952-2447 旭区

医療法人 西山医院

535-0021 旭区清水３―３―３０

6951-6507 旭区

医療法人 城青会 城クリニック

535-0021 旭区清水３－８－３１

医療法人 賀陽会 かよう内科・小児科

535-0021 旭区清水４―３―２９

6954-7776 旭区

疋田医院

535-0021 旭区清水３－２－７

6953-1700 旭区

医療法人永絋会 足立内科クリニック

535-0021 旭区清水３－１－１４ー３Ｆ

6958-5150 旭区

安田クリニック

535-0022 旭区新森２―４―８

6953-6291 旭区

中本医院

535-0022 旭区新森３―１６―１０

6952-0306 旭区

河合整形外科・内科

535-0022 旭区新森５―８―１４

6956-0030 旭区

１Ｆ

6955-0015 旭区

医療法人清翠会 牧病院 535-0022 旭区新森７―１０―２８

6953-0120 旭区

医療法人 久原診療所 536-0001 城東区古市３―２４―１８

6939-3223 城東区

馬場内科・循環器科

536-0002 城東区今福東３―１０―１８

6180-0307 城東区

医療法人清医会 三上クリニック

536-0002 城東区今福東３―１３―２０

6933-3121 城東区

整形外科 川戸クリニック 536-0002 城東区今福東１－１３－８
医療法人吉田こどもクリニック

536-0004 城東区今福西４－６－２２
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今福つるみクリニックビル２階

6935-1114 城東区

今福西ハートビル２Ｆ 6934-0600 城東区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
名称
医療法人 澄心会 いでぐち医院

郵便番号

住所

536-0004 城東区今福西３－７－２８

セントラルクリニック岡本 536-0005 城東区中央２－１５－１３

方書
富士谷ＢＬＤ２Ｆ

電話番号

6958-4023 城東区

ニュー京阪マンション１階 6923-8000

ＹＫマンション１階

市町村区分

城東区

医療法人上善会 にしじまファミリークリニック

536-0005 城東区中央２―１３―１９

6786-1115 城東区

医療法人 本田整形外科内科

536-0006 城東区野江３―１２―２８

6931-5115 城東区

医療法人 伊東内科クリニック

536-0006 城東区野江４－１０－２２

6786-1114 城東区

医療法人北山内科クリニック

536-0006 城東区野江３－２７－３０

6932-1810 城東区

あつた内科と痛みのクリニック

536-0006 城東区野江１－２－３

中井医院

536-0007 城東区成育３―１３―１３

6934-3661 城東区

生活協同組合ヘルスコープおおさか のえ生協診療所

536-0007 城東区成育４－２９－５

6931-6213 城東区

医療法人 若松医院

536-0007 城東区成育５―８―１５

6931-6123 城東区

やぶきクリニック

536-0007 城東区成育４－２０－１６

6931-3737 城東区

医療法人 高田医院

536-0008 城東区関目１―１３―１７

6931-3174 城東区

モリビル京橋１１１号 6933-7000 城東区

医療法人福田クリニック 536-0008 城東区関目１―３―１１

6930-1120 城東区

536-0008 城東区関目１－１８－１３

6931-6665 城東区

医療法人淳良会関目病院 536-0008 城東区関目２―１３―１３

6931-3211 城東区

野口医院

6931-7821 城東区

医療法人 池岡診療所 池岡クリニック

536-0008 城東区関目３－１３－１

医療法人はしもと診療所 536-0008 城東区関目３－１１－２４

6936-8181 城東区

すみやクリニック

536-0011 城東区放出西３－１－４

6180-8100 城東区

小竹クリニック

536-0013 城東区鴫野東１―１３―１０

6965-1213 城東区

医療法人阪友会 有賀耳鼻咽喉科

536-0013 城東区鴫野東１―１３―１０

6969-8877 城東区

医療法人 三和会 福田医院

536-0013 城東区鴫野東２―１２―２

6961-3279 城東区

医療法人承寿会 勝田医院

536-0013 城東区鴫野東３－４－１

6969-8460 城東区

医療法人博仁会 たけ内科クリニック

536-0013 城東区鴫野東２－１２－１７

6167-2236 城東区

はしもと内科

536-0014 城東区鴫野西４―１０―１４

耳鼻咽喉科はしもとクリニック

536-0014 城東区鴫野西５―２２―１２

6969-1169 城東区

かたやま小児科

536-0016 城東区蒲生１―２―２９

6939-3040 城東区

医療法人福肇会 正木脳神経外科クリニック

536-0016 城東区蒲生２―９―７

6930-1003 城東区

医療法人山中医院

536-0021 城東区諏訪１―３―１

6961-1951 城東区

おおにし内科・小児科

536-0021 城東区諏訪１－１６－４

6965-3700 城東区

大西診療所

536-0021 城東区諏訪４―１７―１

6967-3811 城東区

おくだクリニック

536-0022 城東区永田２―１６―８

6964-5530 城東区

おのい深江橋診療所

536-0022 城東区永田４―１１―１４

6967-2020 城東区

根本医院

536-0022 城東区永田４―１５―６

6961-7717 城東区

李クリニック

536-0022 城東区永田３－６－２

6180-8877 城東区

医療法人有光会 サトウ病院

536-0023 城東区東中浜１―２―２３

6961-3191 城東区

医療法人柳原医院

536-0023 城東区東中浜３―４―１

6962-2924 城東区

医療法人 奥井内科クリニック

536-0023 城東区東中浜２―７―５

6961-3761 城東区
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鴫野ショッピングフロアーステップ２Ｆ

6964-0288 城東区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
名称
高見医院

郵便番号

住所

536-0024 城東区中浜１―２０―７

たるみファミリークリニック 536-0024 城東区中浜３－２４－７

方書

電話番号

市町村区分

アベニューＫＮ１０１号 6963-7661 城東区

Ｍ＆Ｃビル３階

6180-5578 城東区

光林クリニック

537-0001 東成区深江北１ー３ー１９

6972-8844 東成区

医療法人 澤見内科

537-0001 東成区深江北２－２－３

6973-0500 東成区

医療法人長田医院

537-0002 東成区深江南１―１０―８

医療法人神愛会 宮本クリニック

537-0003 東成区神路３―１０―４

6975-0115 東成区

増田小児科医院

537-0003 東成区神路４－５－９

6976-3171 東成区

秋岡診療所

537-0011 東成区東今里１―７―１８

6981-2255 東成区

よつ葉クリニック

537-0012 東成区大今里３－１４－２３

6976-0048 東成区

山崎医院

537-0013 東成区大今里南１―５―１０

6971-3436 東成区

萩原医院

537-0013 東成区大今里南１―７―１３

6981-5008 東成区

医療法人中村医院

537-0013 東成区大今里南３―３―３

6981-1879 東成区

医療法人えびす会 えびすクリニック

537-0013 東成区大今里南１－１－２３

医療法人 大野医院

537-0014 東成区大今里西１―１７―２６

岡本内科クリニック

537-0014 東成区大今里西１－２６－５

ロハスプラザ今里２０７号 6972-7785

竹井クリニック

537-0014 東成区大今里西３―１０―９

シティアーク今里平成館１Ｆ

富畑第二診療所

537-0014 東成区大今里西３―２―６８

6981-0610 東成区

寺口小児科クリニック

537-0014 東成区大今里西１－２６－５

ロハスプラザ今里２階 6753-8241 東成区

医療法人健生会福田診療所

537-0021 東成区東中本１―４―１７

6974-2220 東成区

医療法人中村クリニック 537-0021 東成区東中本２―１―２１

6971-0860 東成区

前田診療所

537-0021 東成区東中本２―１６―１９

6977-1955 東成区

医療法人近藤小児科クリニック

537-0021 東成区東中本２―１６―１９

医療法人西井クリニック 537-0021 東成区東中本２―１６―２８

ピア・メゾン深江１Ｆ 6973-5500 東成区

ノアーズアーク今里駅前１０３号室

6224-3114 東成区
6976-0132 東成区

東成区

6976-4671 東成区

ロイヤルラフィーネ１階１０２号

6971-3716 東成区

中央ビル２Ｆ

6976-5182 東成区

林クリニック

537-0021 東成区東中本３―１３―１５

6973-0148 東成区

森ノ宮医療学園附属みどりの風クリニック

537-0022 東成区中本３－１５－１８

6976-3901 東成区

医療法人 川上クリニック 537-0023 東成区玉津１―１１―２２

6977-2756 東成区

医療法人 吉田医院

537-0024 東成区東小橋３―８―９

6971-3839 東成区

医療法人浩恵会 洪クリニック

537-0024 東成区東小橋１－９－１９

医療法人岩本診療所

537-0024 東成区東小橋１－８－３

6971-2522 東成区

木下診療所

537-0025 東成区中道２―２１―９

6971-6107 東成区

医療法人明青会 たまつくりクリニック

537-0025 東成区中道３－１６－１５

医療法人葉月会 吉田クリニック

538-0031 鶴見区茨田大宮２―７―１０

6915-0600 鶴見区

医療法人 川上医院

538-0034 鶴見区徳庵１―１―６４

6912-1024 鶴見区

医療法人 三浦医院

538-0035 鶴見区浜２―１―３７

6911-3585 鶴見区

医療法人 高山医院

538-0035 鶴見区浜３―３―１６

6912-2829 鶴見区

いまにし医院

538-0035 鶴見区浜５―南１―１３

医療法人育樹会 布谷クリニック

538-0041 鶴見区今津北４―１４―２

7 / 22 ページ

ＪＲ玉造駅ＮＫビル２階 6976-1510 東成区

ソレアード玉造１階 6972-0316 東成区

モンピエース１階

6914-6776 鶴見区
6964-1700 鶴見区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
名称

郵便番号

住所

方書

電話番号

市町村区分

服部クリニック

538-0041 鶴見区今津北５－１１－１２

ＡＣＬクリニックモール２階

6180-8031 鶴見区

中河クリニック

538-0042 鶴見区今津中３－８－９

中河ビル１Ｆ

6962-9901 鶴見区

医療法人雲勢会 竹中小児科

538-0043 鶴見区今津南１―５―３７

医療法人くすの木会 かたやまクリニック

538-0043 鶴見区今津南１―５―３９

医療法人富士会 富士診療所

538-0043 鶴見区今津南２―５―３１

6963-2331 鶴見区

医療法人晃和会 北田医院

538-0044 鶴見区放出東２―４―１

6961-2817 鶴見区

すなみ内科クリニック

538-0044 鶴見区放出東３―２１―５０

医療法人 かめおかクリニック

538-0051 鶴見区諸口３―４―３８

6911-2585 鶴見区

医療法人峻正会 長谷川医院

538-0051 鶴見区諸口４―１５―１５

6913-6686 鶴見区

医療法人いしだ会 いしだ整形外科クリニック

538-0051 鶴見区諸口４―７―７

メゾン交楽園参番館 6911-6900 鶴見区

なかたクリニック

538-0051 鶴見区諸口４－１－２

6914-2223 鶴見区

医療法人 安住医院

538-0052 鶴見区横堤１―１―５

6912-0377 鶴見区

6967-5871 鶴見区
鶴見グリーンレジデンス１階

6965-2131 鶴見区

ＪＲ放出駅ＮＫビル２０１ 4258-1114

鶴見区

医療法人 横山クリニック 538-0052 鶴見区横堤４―１―３６

スターハイム松尾１階 6914-3100 鶴見区

医療法人駿真会 高野医院

538-0052 鶴見区横堤５－５－６０

6915-1595 鶴見区

まつむらクリニック

538-0052 鶴見区横堤１－１２－１７

6914-1199 鶴見区

医療法人豊友会 鶴見診療所

538-0053 鶴見区鶴見３－４－１７

医療法人 藤山診療所 538-0053 鶴見区鶴見４―１６―１２

メディシオン鶴見１Ｆ 6933-0005 鶴見区
ラフィーネシャンブル１階 6913-7307

鶴見区

小林医院

538-0053 鶴見区鶴見４－１１－６６

日比野内科クリニック

538-0053 鶴見区鶴見５ー５ー１６

医療法人 高友会 高木医院

538-0053 鶴見区鶴見６ー９ー２４

医療法人財団医親会 ＯＢＰクリニック

540-0001 中央区城見２－２－５３

大阪東京海上日動ビルディング４階

6941-8686 中央区

こいえ内科医院

540-0003 中央区森ノ宮中央２－１－７０

もりのみやキューズモールＢＡＳＥ２Ｆ

4790-8177 中央区

加納医院

540-0004 中央区玉造１―１１―３

6762-3618 中央区

ゆあさ内科

540-0012 中央区谷町１―２―８

6941-2727 中央区

医療法人佳樹会のりおかクリニック

540-0025 中央区徳井町１－２－２

6943-6005 中央区

医療法人フラウエンこうむら女性クリニック

540-0033 中央区石町１－１－１

医療法人 高折医院

540-0036 中央区船越町２―３―２

医療法人中田クリニック 541-0041 中央区北浜１―１―２１

6915-7777 鶴見区
メゾンシュールプラージュ１Ｆ

6915-6311 鶴見区
6914-3776 鶴見区

天満橋千代田ビル２号館２階

6966-3063 中央区
6941-5429 中央区

第２中井ビル８Ｆ

6201-5787 中央区

大橋クリニック

541-0041 中央区北浜１―２―４

6231-8080 中央区

西沢クリニック

541-0041 中央区北浜２―３―９

入商八木ビル１Ｆ

虎谷診療所

541-0043 中央区高麗橋１－５－１４

メゾンドール高麗橋８０１ 6228-1307

4706-3900 中央区

中央区

医療法人むらのクリニック 541-0045 中央区道修町４－４－１０

ＫＤＸ小林道修町ビル１階

6228-3232 中央区

うだ内科クリニック

541-0046 中央区平野町２―２―９

ビル皿井２Ｆ

6222-4424 中央区

宮嶋クリニック

541-0047 中央区淡路町３―４―１

第二加地ビル２階 6226-0029 中央区

ＡＭＡ Ｃｌｉｎｉｃ 淡路町院 541-0047 中央区淡路町３－２－１３

Ｚｅｌｋｏｖａ ＱＵＡＴＴＲＯ ３Ｆ

トヨタクリニック

541-0051 中央区備後町２－１－１

第二野村ビル地下１階 6232-1187 中央区

本町林クリニック

541-0053 中央区本町３－２－６

本町ドリームビル１階 6226-8451 中央区
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4963-3473 中央区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
名称

郵便番号

住所

方書
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市町村区分

安水内科クリニック

541-0054 中央区南本町１―７―１５

明治生命堺筋本町ビル５階

6271-8418 中央区

大阪メヂカルタワー黒坂前田内科放射線科

541-0056 中央区久太郎町４―１―３

大阪センタービル１０Ｆ 6251-3236 中央区

うづら医院

541-0059 中央区博労町１―６―１

6264-5131 中央区

医療法人政明会 春次医院

541-0059 中央区博労町２―６―１

6245-1251 中央区

医療法人幸生会 中林クリニック

542-0012 中央区谷町６ー６ー７

第５松屋ビル１Ｆ

医療法人藤井こどもクリニック

542-0012 中央区谷町７―１―５０

アルス谷町ｃ＇ｂａｓｅ２階 4304-5005

医療法人大峯会 高山診療所

542-0012 中央区谷町９―３―１１

東谷町ビル２Ｆ

6765-7710 中央区

中央区

6764-0515 中央区

もり内科皮膚科クリニック 542-0012 中央区谷町６－４－１４

メルベーユ谷町１階 6767-0050 中央区

医療法人 今川医院

542-0061 中央区安堂寺町１―３―１３

藤本ビル２階

6764-5777 中央区

河野内科クリニック

542-0064 中央区上汐２―１―１６

コノエビル１Ｆ

6766-0885 中央区

医療法人財団厚生会 高津病院

542-0066 中央区瓦屋町３―２―７

6761-1421 中央区

医療法人大峯会 高山メディカルクリニック

542-0066 中央区瓦屋町３―４―８

6767-3901 中央区

水上クリニック

542-0067 中央区松屋町３－２９

6768-5858 中央区

坂東クリニック

542-0072 中央区高津３―１５―９

6644-0191 中央区

松岡医院

542-0072 中央区高津３―３―２３

6641-8020 中央区

しみずクリニック

542-0074 中央区千日前１丁目虹のまち５－３

6211-4320 中央区

なんばくろとびハートクリニック

542-0076 中央区難波４－７－１４

なんばフロントビル１０Ｆ 6634-7810

医療法人翔永会 飯島クリニック

542-0081 中央区南船場３―５―１１

心斎橋フロントビル７・８・９Ｆ

医療法人大須賀内科

542-0081 中央区南船場４－１１－１９

心斎橋鉄田ビル３Ｆ 6243-5757 中央区

小畠クリニック

542-0083 中央区東心斎橋２―５―２７

幸田ビル３Ｆ

医療法人博友会 藤谷クリニック

543-0001 天王寺区上本町６―３―３１―２２８

6771-5315 天王寺区

平岡クリニック

543-0001 天王寺区上本町６―３―３１―５０６

6771-9955 天王寺区

戸田整形外科

543-0001 天王寺区上本町６－１－８２

6774-8110 天王寺区

医療法人亥埜クリニック 543-0001 天王寺区上本町６－９－１７
医療法人淑蘭会 上本町ヒロミレディースクリニック

543-0001 天王寺区上本町６－６－２６

医療法人上本町ぼく小児科 543-0001 天王寺区上本町８－２－１

6243-5401 中央区

6211-2119 中央区

上六日光ビル２階 6773-8700
上六光陽ビル３Ｆ

中央区

天王寺区

6777-8824 天王寺区

クライス上本町１Ｆ 6775-1053

天王寺区

医療法人富喜会 おおさき内科クリニック

543-0001 天王寺区上本町６－９－２１

遠藤クリニック

543-0002 天王寺区上汐５―５―２

6772-4997 天王寺区

医療法人瑞穂会 ともの木クリニック

543-0011 天王寺区清水谷７－９

6768-8566 天王寺区

脇本産婦人科

543-0012 天王寺区空堀町１－１９

6761-5537 天王寺区

森本医院

543-0014 天王寺区玉造元町２―４

医療法人 中村医院

543-0014 天王寺区玉造元町４―３

じょうこうクリニック

543-0014 天王寺区玉造元町３－９

医療法人山口医院

543-0016 天王寺区餌差町１５―８

6761-0287 天王寺区

栗本内科

543-0021 天王寺区東高津町１１―７

6765-8101 天王寺区

医療法人山勝会 ほがらかクリニック

543-0021 天王寺区東高津町９－１１

6777-8212 天王寺区

ちかえレディースクリニック 543-0023 天王寺区味原町１４－４
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フュージョンプラスビル１階

玉造トップス２階

4303-5010 天王寺区

6768-5771 天王寺区
6766-1223 天王寺区

八光ビル６階

レザックセントラルビル１Ｆ

6796-8585 天王寺区

6761-0735 天王寺区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
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郵便番号
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方書

電話番号

市町村区分

医療法人松翔会 松尾つるはしクリニック

543-0023 天王寺区味原町１３－９

サンエイ下味原第２ビル１階

かおる小児科

543-0027 天王寺区筆ケ崎町５－５２

ウェルライフ上本町１０１ 6775-1201 天王寺区

医療法人太雅会 辻賢太郎クリニック

543-0027 天王寺区筆ヶ崎町５－５２

ウェルライフ上本町２０２ 6772-3939 天王寺区

よねもと内科クリニック 543-0031 天王寺区石ケ辻町１８－２１
公益財団法人 聖バルナバ病院

上六ときビル３Ｆ

543-0032 天王寺区細工谷１―３―１８
543-0033 天王寺区堂ケ芝２－１３－２
543-0041 天王寺区真法院町７－３１

医療法人福井クリニック 543-0041 天王寺区真法院町６－１２

6776-5580 天王寺区

エミネンス堂ヶ芝１Ｆ 6711-0215

上本町わたなべクリニック 543-0037 天王寺区上之宮町１―１５

さわだクリニック

6796-8633 天王寺区
6779-1600 天王寺区

医療法人 谷口クリニック 543-0033 天王寺区堂ケ芝２－１３－２０ 堂ヶ芝ビル
さいとう消化器内科クリニック

6764-0858 天王寺区

天王寺区

6772-0075 天王寺区

五条ビル２０１

6776-8322 天王寺区

真法院ＪＮビル２Ｆ 6771-2919

天王寺区

はらのむらクリニック

543-0041 天王寺区真法院町２１－３

今石こどもクリニック

543-0042 天王寺区烏ケ辻１―１―１

ＭＩビル４Ｆ

6774-1980 天王寺区

東産婦人科・眼科

543-0042 天王寺区烏ケ辻１―３―２３

２階

6772-2460 天王寺区

大谷クリニック

543-0042 天王寺区烏ケ辻１－３－２

森田内科クリニック

543-0043 天王寺区勝山１―６―２８

セレネ１階

6770-1651 天王寺区

ちゆこどもクリニック

543-0043 天王寺区勝山３－６－８

ＳＬビル２Ｆ

4305-6951 天王寺区

医療法人 竹中消化器科・外科クリニック

543-0044 天王寺区国分町５―７

藤田ビル

6772-2970 天王寺区

6776-0203 天王寺区

6771-3935 天王寺区

医療法人池田クリニック 543-0044 天王寺区国分町３－２６

大松国分町ビル１階 6772-2100 天王寺区

たにやまクリニック

543-0044 天王寺区国分町１９－４

寺田町クリニックビル２Ｆ 6771-7070 天王寺区

医療法人育誠会 寺田町こども診療所

543-0045 天王寺区寺田町２―４―７

寺田町第２ビル２Ｆ 6775-2221

池田診療所

543-0051 天王寺区四天王寺１―１１―７４

6771-8008 天王寺区

医療法人弘仁会 可児医院

543-0051 天王寺区四天王寺１―５―４５

6771-0140 天王寺区

福）四天王寺福祉事業団四天王寺病院

543-0052 天王寺区大道１―４―４１

6779-1403 天王寺区

医療法人喜多岡医院

543-0052 天王寺区大道３―１―２３

ＥＭＡ２０１

天王寺区

6771-8025 天王寺区

医療法人榊原クリニック 543-0052 天王寺区大道３―５―１０

ブルージュ天王寺１０１ 6776-0160 天王寺区

ナカムラクリニック

543-0052 天王寺区大道４－１０－１５

ＮＫＭ－１ビル１０１ 6771-0266

ツツミ内科 循環器科

543-0071 天王寺区生玉町２－３

小出ビル２Ｆ

宮本医院

544-0001 生野区新今里３―２２―８

4306-7701 生野区

医療法人白崎整形外科内科

544-0001 生野区新今里１―１８―２２

6751-7028 生野区

医療法人 黒岡医院

544-0001 生野区新今里７―１０―１５

6757-2306 生野区

医療法人同仁会 松崎病院

544-0001 生野区新今里７―４―８

6753-0255 生野区

医療法人吉栄会 吉栄会病院

544-0002 生野区小路２―１４―５

6752-7867 生野区

医療法人優春会たかやま整形外科

544-0002 生野区小路２―２６―２

6755-3535 生野区

岸田内科

544-0003 生野区小路東１―３―２６

医療法人小路東宮本診療所

544-0003 生野区小路東２―５―３

6752-4114 生野区

医療法人杉村内科クリニック

544-0003 生野区小路東３ー３ー７

6751-0643 生野区

小倉医院

544-0003 生野区小路東３―１―２８

6751-6178 生野区
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天王寺区

6773-0573 天王寺区

岸田振興ビル２階 6751-3500 生野区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
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郵便番号
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市町村区分

阪上医院

544-0003 生野区小路東３―１３―２９

6753-6923 生野区

湯川医院

544-0004 生野区巽北３―１４―２３

6757-3214 生野区

医療法人貴和会生野中央病院

544-0005 生野区中川５―４―２

6751-3731 生野区

浦岡小児科

544-0006 生野区中川東２―１３―１７

6754-0511 生野区

医療法人呉診療所

544-0011 生野区田島１―１２―１４

6754-0611 生野区

医療法人のぞみ会新大阪病院

544-0011 生野区田島１―１６―６

6758-1631 生野区

ひらたクリニック

544-0011 生野区田島２―２―２５

6758-5151 生野区

医療法人 長田診療所 544-0011 生野区田島４―６―１８

6754-1473 生野区

医療法人 弘善会 弘善会クリニック

544-0011 生野区田島５－２３－３９

6756-8687 生野区

医療法人康耳鼻咽喉科 544-0011 生野区田島５－６－１５

6751-4000 生野区

松岡クリニック

544-0012 生野区巽西１―２―１２

6758-3347 生野区

医療法人 大江内科

544-0013 生野区巽中１―２１―１８

6758-2085 生野区

医療法人 中村クリニック 544-0013 生野区巽中２―２２―１３

6752-3100 生野区

井上医院

544-0013 生野区巽中３―２０―１８

6758-2851 生野区

文クリニック

544-0013 生野区巽中４―１９―１０

6755-3880 生野区

医療法人にんクリニック 544-0013 生野区巽中１－２１－３２

6756-8806 生野区

医療法人 仁神会 井神クリニック

544-0014 生野区巽東２―５―３１

6757-1346 生野区

伊達医院

544-0014 生野区巽東２―９―１

6758-3501 生野区

医療法人さつき会 きららこどもクリニック

544-0014 生野区巽東１－２－１４

ウイングヒルズ１０２号 6757-5109 生野区

やすなりみどり診療所 544-0015 生野区巽南３―７―８

6758-5511 生野区

東田クリニック

6792-3033 生野区

544-0015 生野区巽南５―２―４１

医療法人芥川会芥川病院 544-0021 生野区勝山南４―４―１８

6712-1023 生野区

医療法人望月医院

544-0022 生野区舎利寺１―５―２２

6715-0215 生野区

大楠病院

544-0022 生野区舎利寺２―１０―１４

6712-0271 生野区

大柳こどもクリニック

544-0022 生野区舎利寺２－１４－５

6712-2060 生野区

南波クリニック

544-0023 生野区林寺１―４―６

6712-7257 生野区

医療法人 佐久間医院 544-0023 生野区林寺２―１５―４

6716-2023 生野区

河合診療所

544-0023 生野区林寺２―２４―２２

6713-0057 生野区

藤井医院

544-0023 生野区林寺４―２―３２

6777-0222 生野区

しあわせクリニック

544-0024 生野区生野西２－５－１４

寺田町田中ビル１Ｆ 6711-2525 生野区

奥野内科クリニック

544-0024 生野区生野西２－６－２３

6777-1281 生野区

木本内科医院

544-0024 生野区生野西３－６－２５

7509-1865 生野区

孫クリニック

544-0031 生野区鶴橋１―３―８

6717-5050 生野区

医療法人 康仁会 鶴橋中央診療所

544-0031 生野区鶴橋２―１６―７

6731-2579 生野区

高橋診療所

544-0031 生野区鶴橋３―７―１４

6717-7700 生野区

医療法人田中診療所

544-0031 生野区鶴橋４―７―９

6731-5828 生野区

医療法人 宮松会 宮川内科医院

544-0031 生野区鶴橋５―２１―７

6731-2255 生野区
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こどもクリニック 久保医院 544-0032 生野区中川西２―１―１７

6731-7722 生野区

こう内科クリニック

544-0033 生野区勝山北２－１７－１７

6715-7101 生野区

医療法人くぼたこどもクリニック

544-0033 生野区勝山北２－６－１８

7894-1100 生野区

医療法人菜の花会 菜の花診療所

544-0033 生野区勝山北２－１１－２２

6716-7087 生野区

正木クリニック

544-0034 生野区桃谷２―１８―９

6741-5546 生野区

医療法人松本医院

544-0034 生野区桃谷２―１９―２０

6731-3830 生野区

東海医院

544-0034 生野区桃谷３―７―２４

6712-0228 生野区

医療法人春信会 長谷川医院

544-0034 生野区桃谷２－５－２５

6711-2208 生野区

いたがねファミリ－クリニック

545-0001 阿倍野区天王寺町北２―１１―１４

6713-0010 阿倍野区

医療法人久保田医院

545-0001 阿倍野区天王寺町北３―９―１８

6719-3277 阿倍野区

山中脳神経外科・リハビリクリニック

545-0001 阿倍野区天王寺町北３－１１－４ Ａ・Ｔビル２階

6710-1515 阿倍野区

奥野病院

545-0001 阿倍野区天王寺町北２－３１－４

6719-2200 阿倍野区

医療法人やまぐち整形外科クリニック

545-0002 阿倍野区天王寺町南１－６－１２

7894-1010 阿倍野区

中川医院

545-0003 阿倍野区美章園１―１０―１６

6622-1151 阿倍野区

医療法人 大谷診療所 545-0003 阿倍野区美章園２―２―５
うえしま内科クリニック 545-0004 阿倍野区文の里２－１１－２５

6714-0148 阿倍野区
メディカルプラザ阿倍野２階

6655-0123 阿倍野区

河島クリニック

545-0005 阿倍野区三明町１―３―２６

7503-9862 阿倍野区

医療法人恵登久会越川病院

545-0011 阿倍野区昭和町４―９―１

6628-8501 阿倍野区

医療法人博寿会 横田医院

545-0011 阿倍野区昭和町１―１９―２８

6622-1700 阿倍野区

やはた内科クリニック

545-0011 阿倍野区昭和町１－３－２９

6624-3700 阿倍野区

医療法人 河島医院

545-0011 阿倍野区昭和町２―１―２４

6629-2110 阿倍野区

医療法人 平山診療所 545-0011 阿倍野区昭和町３―１０―２０

6622-3102 阿倍野区

松井クリニック

545-0011 阿倍野区昭和町３―３―３５

医療法人 池田医院

545-0011 阿倍野区昭和町５―１１―１

6621-3453 阿倍野区

医療法人河診療所

545-0011 阿倍野区昭和町５―１１―１３

6629-6161 阿倍野区

医療法人伯徳会 伯耆循環器内科クリニック

545-0014 阿倍野区西田辺町１―１７―１ クレバ―ビル３０２ 4700-3211

医療法人鈇田クリニック鈇田内科

545-0014 阿倍野区西田辺町２―８―２

6691-0872 阿倍野区

仲原クリニック

545-0014 阿倍野区西田辺町２－３－２１

6690-2525 阿倍野区

医療法人 伊藤クリニック 腎・泌尿器科伊藤クリニック

545-0014 阿倍野区西田辺町１－２１－１３

医療法人純正会 鶴ヶ丘東診療所

545-0014 阿倍野区西田辺町２－９－８

6693-2101 阿倍野区

岡医院

545-0021 阿倍野区阪南町３―４１―５

6622-4821 阿倍野区

潮見クリニック

545-0021 阿倍野区阪南町１―３５―８

6627-3250 阿倍野区

桂医院

545-0021 阿倍野区阪南町２―１３―５

6621-9100 阿倍野区

石原医院

545-0021 阿倍野区阪南町２－１９－２４

6621-9616 阿倍野区

康クリニック

545-0021 阿倍野区阪南町３－１０－３

辻野診療所

545-0021 阿倍野区阪南町３－３２－８

6621-9053 阿倍野区

さわクリニック

545-0021 阿倍野区阪南町４―２―２９

4399-3811 阿倍野区
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医療法人青葉会 田中外科医院

545-0021 阿倍野区阪南町５―２４―２０

6691-1064 阿倍野区

勇村医院

545-0021 阿倍野区阪南町５－２５－１７

6691-2021 阿倍野区

医療法人祐里会 かねこ整形外科

545-0021 阿倍野区阪南町３－１０－３

まえさこ医院

545-0021 阿倍野区阪南町１－５１－７

6622-3272 阿倍野区

うさみクリニック

545-0022 阿倍野区播磨町１―１９―９

6626-6533 阿倍野区

いたがね整形外科

545-0022 阿倍野区播磨町１―２０―１９

6627-1010 阿倍野区

小松クリニック

545-0023 阿倍野区王子町１―１０―２

6622-3258 阿倍野区

医療法人 山田医院

545-0023 阿倍野区王子町２―１２―１４

6622-3166 阿倍野区

医療法人 中井医院

545-0032 阿倍野区晴明通１１―７

6661-3187 阿倍野区

医療法人 吉田医院

545-0034 阿倍野区阿倍野元町５―２２

6622-4709 阿倍野区

医療法人 柏蔭会 柏原医院

545-0036 阿倍野区万代１―６―１６

6622-1161 阿倍野区

医療法人健友会 帝塚山病院

545-0037 阿倍野区帝塚山１―１２―１１

6651-4331 阿倍野区

医療法人仁生会 加藤クリニック

545-0037 阿倍野区帝塚山１―２３―１４

6654-1181 阿倍野区

すが内科クリニック

545-0037 阿倍野区帝塚山１－６－２７

ルドウ・レスパスＭ３６ 6625-0222 阿倍野区

医療法人 冨吉医院

545-0042 阿倍野区丸山通１―３―４６

6651-4304 阿倍野区

田中内科クリニック

545-0051 阿倍野区旭町１－１－１５

仲島クリニック

545-0051 阿倍野区旭町２―１―１―１３３

6645-6030 阿倍野区

あべの松井クリニック

545-0052 阿倍野区阿倍野筋１－５－３１ アポロビル５Ｆ

6647-2223 阿倍野区

医療法人 清雄会 竹林医院

545-0052 阿倍野区阿倍野筋２―４―１

6621-5506 阿倍野区

医療法人相愛会 相原第二病院

545-0052 阿倍野区阿倍野筋３―１２―１０

6633-3661 阿倍野区

医療法人医修会 秋田医院

545-0052 阿倍野区阿倍野筋３―１２―２ アベノクオレ１１０号 6633-9413

医療法人高寿会 山本内科・小児科

545-0052 阿倍野区阿倍野筋５―３―２

6621-3261 阿倍野区

新宅医院

545-0052 阿倍野区阿倍野筋５―９―２６

6622-0178 阿倍野区

むぎたにクリニック

545-0052 阿倍野区阿倍野筋５－１０－３

6616-7737 阿倍野区

阿部クリニック

545-0053 阿倍野区松崎町２―１―４５

愛和こどもクリニック

545-0053 阿倍野区松崎町２―９―２５―１０４

すずかけの木クリニック 545-0053 阿倍野区松崎町２－３－３７

グレースコートシーダーバレー２ １階

6657-6633 阿倍野区

ＫＫアドバンスビル３Ｆ 6646-1024 阿倍野区

日世ハイツ１Ｆ

阿倍野区

6628-0870 阿倍野区
6624-7612 阿倍野区

松崎グリーンハイツ１０４ 6626-2110 阿倍野区

頼經クリニック

545-0053 阿倍野区松崎町４―５―３２

ゆうゆうクリニック

545-0053 阿倍野区松崎町４－５－３７

スクエアビル１Ｆ

6627-9978 阿倍野区

医療法人万代会 武田内科クリニック

545-0053 阿倍野区松崎町２－９－５

セレスタ阿部野松崎１０３号

6480-9501 阿倍野区

たなか医院

546-0002 東住吉区杭全１―１６―２

シャンブル杭全１階 6713-8577

東住吉区

宮崎医院

546-0011 東住吉区針中野３―１０―２０ ジェネスコート１階 4302-3588

東住吉区

医療法人博香会 整形外科やのクリニック

546-0013 東住吉区湯里１―１―８

6624-1066 阿倍野区

6701-8489 東住吉区

医療法人嘉誠会山本医院 546-0013 東住吉区湯里２―５―１１

6704-2982 東住吉区

落合クリニック

546-0013 東住吉区湯里４―９―１１

6760-5711 東住吉区

医療法人西中病院

546-0013 東住吉区湯里５―９―６

6700-5200 東住吉区

医療法人 はまだ医院 546-0014 東住吉区鷹合１―１４―７
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医療法人太子会おおしろクリニック

546-0014 東住吉区鷹合１―１７―３０

6608-0046 東住吉区

医療法人 武知小児科・内科

546-0014 東住吉区鷹合２―１７―４

6691-9471 東住吉区

医療法人 松山診療所 546-0022 東住吉区住道矢田１―２５―５

6702-1858 東住吉区

矢田生活協同組合医療センター

546-0023 東住吉区矢田５―７―３４

6696-1751 東住吉区

医療法人敬愛会 木戸内科

546-0032 東住吉区東田辺１―１７―１２ トキワビル１Ｆ

6626-5750 東住吉区

医療法人 岡部内科

546-0032 東住吉区東田辺２―１１―３０

6691-6592 東住吉区

医療法人 山口クリニック 546-0033 東住吉区南田辺３―２１―１７

6608-8822 東住吉区

医療法人和田医院

546-0035 東住吉区山坂５－２－８

6699-2814 東住吉区

医療法人 中浜医院

546-0041 東住吉区桑津３―１２―１８

6713-0821 東住吉区

友愛医院

546-0041 東住吉区桑津３―２８―９

6713-8758 東住吉区

医療法人 森医院

546-0042 東住吉区西今川３―７―１１

6702-7034 東住吉区

山下医院

546-0042 東住吉区西今川１―２４―２６

6713-3524 東住吉区

医療法人 加野医院

546-0043 東住吉区駒川３―３０―３

4399-3800 東住吉区

佐々木クリニック

546-0043 東住吉区駒川５―９―１２

6692-3165 東住吉区

医療法人マエダクリニック 546-0043 東住吉区駒川１－６－１８

6713-2011 東住吉区

高畑産婦人科

6719-0185 東住吉区

546-0043 東住吉区駒川１－７－３

医療法人 たけだクリニック 546-0044 東住吉区北田辺４―８―７

6719-7011 東住吉区

田辺駅前クリニック

546-0044 東住吉区北田辺６－１６－３０

6622-0700 東住吉区

樹クリニック

547-0001 平野区加美北８―１８―４１

6796-2200 平野区

医療法人大彌会 田中整形外科

547-0001 平野区加美北５－１０－５２

6794-6660 平野区

医療法人宇野医院

547-0002 平野区加美東４ー７ー２１

6796-1933 平野区

医療法人雄誠会ミスミ診療所

547-0002 平野区加美東２―３―３

6793-2826 平野区

医療法人誠仁会 さだ内科クリニック

547-0002 平野区加美東１－１３－４４

医療法人悠敬会 いちば内科

547-0003 平野区加美南１－２－２７

6796-2111 平野区

寺下医院

547-0004 平野区加美鞍作３―１０―１７

6791-6655 平野区

ＯＴＭビル１０１

4303-8877 平野区

黒瀬胃腸科外科診療所 547-0005 平野区加美西２―８―１

6791-7321 平野区

中谷小児・内科クリニック 547-0006 平野区加美正覚寺２―１０―２９

6796-3175 平野区

医療法人成仁会 酒井医院

547-0006 平野区加美正覚寺２ー６ー１４

6791-0091 平野区

池渕クリニック

547-0011 平野区長吉出戸２―４―１６

6709-0084 平野区

医療法人実恒会 ながはまクリニック

547-0011 平野区長吉出戸２―４―２７

6760-1002 平野区

細野医院

547-0011 平野区長吉出戸８―５―６

6709-2480 平野区

元林産婦人科内科

547-0011 平野区長吉出戸８－７－２７

6707-0010 平野区

医療法人 佐々木産婦人科医院

547-0012 平野区長吉六反３―２１―１３

6790-1320 平野区

医療法人 上田外科医院 547-0012 平野区長吉六反３―４―２０

6709-5226 平野区

おかのクリニック

547-0012 平野区長吉六反２－５－６

4305-3941 平野区

河合眼科

547-0013 平野区長吉長原東１―７―１６

6709-2230 平野区

医療法人 坂部医院

547-0013 平野区長吉長原東２―１―４

6709-0174 平野区
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医療法人長原会 村山小児科

547-0013 平野区長吉長原東３―２―３３

6790-8835 平野区

医療法人栄和会 大同クリニック 長原院

547-0013 平野区長吉長原東２－２－２５

6776-2228 平野区

医療法人慈光会 中谷医院

547-0016 平野区長吉長原４―１―１７

6708-6345 平野区

森本医院

547-0016 平野区長吉長原１―９―９

おかもと耳鼻咽喉科

547-0016 平野区長吉長原３―１―２９

4302-8741 平野区

医療法人 細川医院

547-0016 平野区長吉長原３―７―１５

6709-8210 平野区

医療法人浩陽会やまだ耳鼻咽喉科

547-0021 平野区喜連東２－１－４８

4302-3387 平野区

おおいそ内科

547-0022 平野区瓜破東２－１０－１３

矢倉クリニック

547-0022 平野区瓜破東３―３ー２０

医療法人飛龍会 福嶋クリニック

547-0024 平野区瓜破１ー３ー１２

サンフレグランス１階 6760-0077 平野区

医療法人山内診療所

547-0024 平野区瓜破２―１―５５

6708-1046 平野区

小堀整形外科クリニック 547-0024 平野区瓜破２―１―６

森本ハイツ１階

１階

6790-1900 平野区

6711-0701 平野区
6701-4715 平野区

１Ｆ

6790-3430 平野区

医療法人 浅田医院

547-0024 平野区瓜破２―３―２

6701-3777 平野区

吉村医院

547-0024 平野区瓜破３―２―４０

6708-6677 平野区

山口内科クリニック

547-0024 平野区瓜破５－２－２９

6777-6565 平野区

かみや内科

547-0024 平野区瓜破２－３－３５

6776-2718 平野区

おおあらクリニック

547-0025 平野区瓜破西１ー６ー２４

6709-8818 平野区

医療法人井上クリニック 547-0025 平野区瓜破西２―７―４９ １００

6700-8800 平野区

岡田医院

547-0025 平野区瓜破西３―１１―９

6701-0448 平野区

海野診療所

547-0027 平野区喜連２―５―４５

6705-5441 平野区

山田診療所

547-0027 平野区喜連５―１―１９

6706-0008 平野区

医療法人谷村会 谷村外科内科

547-0031 平野区平野南１―１０―２４

6707-9345 平野区

医療法人聖成会 伸友クリニック

547-0031 平野区平野南３－４－５－１０２

6701-7005 平野区

柳医院

547-0031 平野区平野南４―２―３

6707-2525 平野区

古川耳鼻咽喉科

547-0032 平野区流町１―１―６

6707-1188 平野区

長岡医院

547-0032 平野区流町４―１０―１

6799-1077 平野区

上西クリニック

547-0033 平野区平野西３―９―２１

舳松内科クリニック

547-0033 平野区平野西４―３―１

6704-0122 平野区

松田クリニック

547-0034 平野区背戸口１―１２―１０

6708-7061 平野区

山内内科小児科医院

547-0034 平野区背戸口４―７―７

6702-9529 平野区

なかのクリニック

547-0034 平野区背戸口５－５－６

6702-1230 平野区

医療法人隆星会 木下内科クリニック

547-0034 平野区背戸口５－６－２９

6790-1200 平野区

医療法人 吉田会 ヨシダ外科

547-0035 平野区西脇４－１－５５

6702-5563 平野区

医療法人 米川医院

547-0041 平野区平野北２―２―３０

6793-1638 平野区

コーポ常磐１階

6760-5630 平野区

医療法人 平井診療所 547-0042 平野区平野市町２ー７ー１０

6791-8720 平野区

斧山医院

547-0042 平野区平野市町３―５―２５

6791-2035 平野区

入谷医院

547-0044 平野区平野本町２―１３―１４

6793-5405 平野区
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医療法人 中山クリニック 547-0044 平野区平野本町４―２―１７

6795-5862 平野区

酒井内科・小児科

547-0044 平野区平野本町５―８―３１

6791-7019 平野区

医療法人 東森医院

547-0045 平野区平野上町２―９―１３

6791-0067 平野区

医療法人植田産婦人科 547-0046 平野区平野宮町２―８―８

6791-1726 平野区

医療法人向坂医院

547-0047 平野区平野元町８番１５

6791-1166 平野区

はまクリニック

547-0047 平野区平野元町１０－２３

１０１号

6794-5050 平野区

健クリニック

550-0002 西区江戸堀１―１１―４

損保ジャパン日本興亜肥後橋ビル１階

6447-7500 西区

すぎた内科クリニック

550-0002 西区江戸堀２－６－２５－１０３

6225-7822 西区

大谷クリニック

550-0003 西区京町堀１―９―９

6441-1980 西区

ＣＳクリニック

550-0003 西区京町堀１－８－５

医療法人 敬詢会 永田医院

550-0003 西区京町堀２―１０―２１

奥町内科

550-0004 西区靱本町１－１１－７

信濃橋三井ビル１Ｆ 6444-1166 西区

かおるレディースクリニック 550-0005 西区西本町１－１０－７

第２新松岡ビル１Ｆ 6534-0035 西区

明星ビル１Ｆ

6448-3653 西区
6449-8024 西区

医療法人 良和会 松浦内科クリニック

550-0005 西区西本町３－１－１

岡崎橋セントラルビル４階

6541-1187 西区

ながお医院

550-0006 西区江之子島１ー６ー５

エアフォルク阿波座ビル２階

6447-1753 西区

慶生会クリニック大阪

550-0013 西区新町１―１８―１４

ＪＳ四ツ橋ビル２、３階 6533-8118 西区

新町クリニック

550-0013 西区新町３―３―１

6532-4443 西区

医療法人日新会 日新会病院

550-0013 西区新町４－４－８

6531-3038 西区

ふじわら整形外科

550-0013 西区新町２－１５－２２

医療法人 天野医院

550-0014 西区北堀江４―６―８

6535-0475 西区

いぬい小児科

550-0014 西区北堀江２－８－１３

6543-0307 西区

いとう消化器クリニック 550-0015 西区南堀江１―２４―１

6535-1633 西区

じっしょう内科

550-0022 西区本田２－１－２

6586-2240 西区

医療法人太樹会はらだこどもクリニック

550-0024 西区境川１－１－３１

藤田外科・胃腸科

550-0027 西区九条１―１４―２４

6586-2866 西区

北川医院

550-0027 西区九条２―９―１

6581-6068 西区

医療法人佐々医院

550-0027 西区九条３―２３―６

6581-2070 西区

坂井医院

550-0027 西区九条１－６－１４

レジデンス九条２Ｆ 6582-7800 西区

医療法人邦明会 樫原クリニック

551-0001 大正区三軒家西２－１８－５

6556-1170 大正区

医療法人 考優会 五味クリニック

551-0002 大正区三軒家東１―１９―３

4394-3800 大正区

医療法人葵会にしいけクリニック

551-0002 大正区三軒家東６－８－１４

6551-1000 大正区

医療法人西平診療所

551-0003 大正区千島３―４―２１

6553-1166 大正区

医療法人杏山会山北内科クリニック

551-0012 大正区平尾４ー２３ー１３

6553-0770 大正区

医療法人 一ノ名医院 551-0012 大正区平尾４―２２―１３

6551-0286 大正区

花咲新町１Ｆ

境川メディカルセンター６０２

6586-6410 西区

6537-9213 西区

医療法人 港南会 金城外科脳神経外科

551-0023 大正区鶴町１―４―６

6555-0161 大正区

医療法人健人会 弘田医院

551-0023 大正区鶴町３―９―５

6551-4455 大正区

荘田診療所

551-0031 大正区泉尾１―８―１６

6551-0041 大正区
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村田小児科

551-0031 大正区泉尾３―１１―２４

プロニティ江川１階 6555-9200 大正区

医療法人北村診療所

551-0031 大正区泉尾３―３―２２

医療法人吉祥会 藤吉医院

551-0031 大正区泉尾４―１７―１２

社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会 泉尾病院

551-0032 大正区北村３―４―５

6552-0091 大正区

笠井医院

551-0032 大正区北村２－５－１０

4394-7026 大正区

医療法人 生野内科クリニック

552-0001 港区波除２―９―１２

6581-4181 港区

医療法人頼医院

552-0001 港区波除３―７―１２

北代診療所

552-0003 港区磯路２－１０－６

6573-1939 港区

大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 みなと生協診療所

552-0003 港区磯路３―３―４

6571-5594 港区

6551-2250 大正区

東洋プラザ泉尾１階 6552-0810 大正区

スカイアット弁天

医療法人 浅井内科医院 552-0004 港区夕凪１―１１―２３

6584-8782 港区

6572-9120 港区

医療法人誠昌会 えさきクリニック

552-0004 港区夕凪２―１６―９

ポートビル１階

6599-0115 港区

野洲クリニック

552-0004 港区夕凪２―１７―１４

辻産業ビル２階

6577-7755 港区

坂元内科クリニック

552-0007 港区弁天２―１―３６

スカイハイツ１階

4395-7771 港区

医療法人 三愛会中山整形外科

552-0007 港区弁天４―５―３

医療法人有仁会 香山医院

552-0007 港区弁天４－１５－１４

１階

6573-3000 港区

島崎診療所

552-0011 港区南市岡２―１０―１７

松栄ビル２Ｆ

6581-0802 港区

医療法人ゆうあい会宮岡クリニック

552-0012 港区市岡１―１４―１６

6571-3506 港区

医療法人 山田医院

552-0012 港区市岡２―１２―２０

6571-3501 港区

大塚医院

552-0012 港区市岡２－６－２１

6571-0977 港区

医療法人隆明会 やぎクリニック

552-0014 港区八幡屋１－１１－１０

笹尾医院

552-0015 港区池島１―２―１４

6571-0259 港区

医療法人尚信会整形外科河村医院

552-0016 港区三先１―１０―３０

6575-3737 港区

医療法人 鈴木医院

552-0016 港区三先１―１１―２７

6572-2572 港区

土田クリニック

552-0016 港区三先２―１２―１４

6571-2678 港区

谷内医院

552-0016 港区三先２－９－１９

6571-3467 港区

賀来医院

552-0021 港区築港１―１４―３１

6571-2659 港区

古林内科

552-0023 港区港晴３―１―８

6572-2332 港区

金田クリニック

552-0023 港区港晴３―１７―１０

6571-2932 港区

梅田医院

553-0001 福島区海老江７―１０―１４

6458-6531 福島区

さのこどもクリニック

553-0001 福島区海老江１－２－１７

6573-9585 港区

シカタビル２階

6599-1131 港区

阪神野田駅前ノースサイドビル３Ｆ

6940-6105 福島区

田仲循環器科・内科医院 553-0002 福島区鷺洲３―７―２７

東海ビル

6451-8708 福島区

よしの内科クリニック

553-0002 福島区鷺洲１－７－２９

パレット１階

6451-7149 福島区

松本クリニック

553-0002 福島区鷺洲５－９－８

6453-8651 福島区

中之島いわき病院

553-0003 福島区福島３―２―９

6458-3151 福島区

浄正診療所

553-0003 福島区福島２―１０―２３

6451-0565 福島区

前川医院

553-0003 福島区福島８ー１６ー１０

6452-0778 福島区

おおしもクリニック

553-0003 福島区福島５－１６－１５
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糖尿病・代謝内科宮田クリニック

553-0003 福島区福島５－１７－２１

医療法人優幸会 中村クリニック

553-0003 福島区福島７ー６ー２３－３０３

6455-8755 福島区

医療法人健昌会 福島診療所

553-0004 福島区玉川２－１２－１６

6441-6848 福島区

医療法人弘正会 ちもりメディカルクリニック

553-0005 福島区野田３－１２－１４

野田診療所

553-0005 福島区野田３―１３―４４

6461-6770 福島区

医療法人燦惠会 首藤病院

553-0005 福島区野田５―１８―１６

6461-1537 福島区

あおやま医院

553-0005 福島区野田６―５―４１

山田医院

553-0006 福島区吉野３―２１―３

6464-0067 福島区

医療法人清医会 三上クリニック第一分院

553-0006 福島区吉野４－１４－１

6466-3813 福島区

医療法人 美和会 平成野田クリニック

553-0006 福島区吉野１－２２－１８

6448-5241 福島区

坂本内科医院

553-0007 福島区大開１―６―１８

6463-0520 福島区

松下医院

553-0007 福島区大開２―１―１７

6461-0288 福島区

中島小児科診療院

553-0007 福島区大開２―３―５

医療法人芳朱会 前田ファミリークリニック

553-0007 福島区大開３－１－２－１２６

6464-1527 福島区

医療法人此花博愛会 伝法高見診療所

554-0001 此花区高見２ー５ー９

6461-5605 此花区

医療法人 日野医院

554-0001 此花区高見２－１３－３

6463-1468 此花区

医療法人村川医院

554-0002 此花区伝法２ー４ー２９

6463-1222 此花区

医療法人晴恵会 安田クリニック

554-0002 此花区伝法２ー５ー１

6463-1000 此花区

医療法人 良純会 朝日橋胃腸科・内科診療所

554-0012 此花区西九条４―２ー２６

6462-8710 此花区

社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院

554-0012 此花区西九条５－４－８

6462-0261 此花区

よねだ内科・皮フ科

554-0012 此花区西九条４－３－３４

医療法人 宮下医院

554-0013 此花区梅香３―２２―１４

6462-0304 此花区

医療法人此花博愛会 此花診療所

554-0021 此花区春日出北１―１―２５

6463-2222 此花区

医療法人島村診療所

554-0021 此花区春日出北２ー１８ー５

4804-3173 此花区

医療法人北星会鎌田クリニック

554-0021 此花区春日出北３―１―４

6462-3481 此花区

医療法人 板東医院

554-0022 此花区春日出中２―１８―２２

6461-4295 此花区

医療法人義方会 大津病院

554-0051 此花区酉島２ー１ー１５

6463-5151 此花区

１Ｆ

Ｎ１０２

カンザキビル２階

6457-1020 福島区

6467-5200 福島区

6462-3778 福島区

6466-1500 福島区

セントメディックビル３階 6466-1001

此花区

医療法人尚清会谷本医院 554-0051 此花区酉島３－１８－２２

6469-1077 此花区

ナス医院

555-0001 西淀川区佃３―１０―１

6471-1236 西淀川区

くぼたクリニック

555-0001 西淀川区佃３―２―２９

6477-5858 西淀川区

じくはら医院

555-0001 西淀川区佃３－７－３２

6472-4407 西淀川区

医療法人田井内科クリニック

555-0001 西淀川区佃３－１９－１１

医療法人歌島上田クリニツク

555-0012 西淀川区御幣島１―４―９

あかぎ小児科

555-0013 西淀川区千舟２―８―２８

医療法人福田診療所

555-0021 西淀川区歌島１―１１―３

6471-3200 西淀川区

医療法人大英診療所

555-0021 西淀川区歌島２－３－２

6474-0370 西淀川区

こたけクリニック

555-0022 西淀川区柏里２―３―２０
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ルネッサンスクレージュ１階

6195-1636 西淀川区
6471-1000 西淀川区

信栄千船ビル１階 6474-0505

大西ビル２０１号

西淀川区

4808-5518 西淀川区

風しん５期予防接種実施医療機関一覧
名称

郵便番号

住所

方書

電話番号

市町村区分

杉島クリニック

555-0022 西淀川区柏里２―４―６

4808-3380 西淀川区

相井医院

555-0024 西淀川区野里２―１８―８

6471-2105 西淀川区

名越医院

555-0024 西淀川区野里２―４―２９

6471-9579 西淀川区

辻診療所

555-0025 西淀川区姫里２－１－２２

6472-5550 西淀川区

医療法人北野クリニック 555-0031 西淀川区出来島１―４―１８

6471-2916 西淀川区

金井クリニック

555-0031 西淀川区出来島２―５―１３

6476-5055 西淀川区

青木クリニック

555-0031 西淀川区出来島１－１３－２

出来島駅前ビル３階 6476-7177 西淀川区

吉冨医院

555-0032 西淀川区大和田４―７―１０

6472-2988 西淀川区

公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属 千北診療所

555-0032 西淀川区大和田５ー５ー３

6473-1864 西淀川区

医療法人松仁会 大和田診療所

555-0032 西淀川区大和田６―１３―４８

6473-0212 西淀川区

医療法人全人会 谷本内科クリニック

555-0032 西淀川区大和田４－１１－５

6471-3851 西淀川区

医療法人波津診療所

555-0033 西淀川区姫島１―１８―１２

6475-5067 西淀川区

山田クリニック

555-0033 西淀川区姫島５―１―２０

4808-8817 西淀川区

小林診療所

555-0033 西淀川区姫島５－１０－２９

6472-0212 西淀川区

医療法人静風会 杉浦福町診療所

555-0034 西淀川区福町２―８―７

6473-0117 西淀川区

高岡診療所

555-0041 西淀川区中島１―１４―５

6473-3002 西淀川区

医療法人佐伯会恵美須東クリニック

556-0002 浪速区恵美須東１―７―１３

6630-5665 浪速区

社会医療法人若弘会 わかこうかいクリニック

556-0005 浪速区日本橋４―７―１７

6632-0358 浪速区

川田医院

556-0006 浪速区日本橋東３―７―７

竹中医院

556-0006 浪速区日本橋東３―１６―１９

6632-1985 浪速区

中山クリニック

556-0006 浪速区日本橋東３－７－６

4397-9299 浪速区

医療法人オーク会オークなんばレディースクリニック

556-0011 浪速区難波中２－１０－７０

８Ｆ

4396-7520 浪速区

医療法人泰仁会 森川クリニック

556-0011 浪速区難波中２－３－３

森川医療ビル１Ｆ

6645-1107 浪速区

なんば山田クリニック

556-0011 浪速区難波中２－７－２３

広和ビル５Ｆ

6641-0007 浪速区

医療法人正光会 橋村医院

556-0014 浪速区大国２－６－１１

医療法人理秀会 なんば南藤吉医院

556-0015 浪速区敷津西２―１―８

インペリアル大国２Ｆ 4397-8787 浪速区

医療法人璃香会 あーべいんクリニック

556-0017 浪速区湊町２－１－３４

アーベインなんば

川田ビル１階

6641-1873 浪速区

6641-6512 浪速区

医療法人 徳田クリニック 556-0022 浪速区桜川２―１１―２８

6634-4976 浪速区
6561-2660 浪速区

桜川よしえクリニック

556-0022 浪速区桜川２－２－３１

１Ｆ

4392-8388 浪速区

医療法人満領会 有田医院

556-0022 浪速区桜川４―１１―１６

アリタビル１階

6568-0701 浪速区

医療法人創和会 そうわ内科クリニック

556-0025 浪速区浪速東３－９－１

6626-9939 浪速区

医療法人弘仁会まちだ胃腸病院

557-0001 西成区山王１―１―１５

6649-1251 西成区

医療法人槐樹会こすがクリニック

557-0002 西成区太子１―１４―５

6634-2100 西成区

医療法人靖英会 玉井クリニック

557-0002 西成区太子２―３―１１

6941-1933 西成区

田端医院

557-0011 西成区天下茶屋東２―１１―５

4398-3535 西成区

医療法人松乃会 やすらぎクリニック

557-0011 西成区天下茶屋東２―１４―３４

6659-0112 西成区

加納診療所

557-0013 西成区天神ノ森１－１２－２２

6115-8676 西成区
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医療法人吉治会 斉藤医院

557-0014 西成区天下茶屋３－１８－２５

6661-5398 西成区

医療法人杏樹会 杏林記念病院

557-0014 西成区天下茶屋１－１８－２４

6652-5111 西成区

倉知内科

557-0016 西成区花園北２－１３－７

6631-2991 西成区

阪本医院

557-0031 西成区鶴見橋３―１―１０

6561-2020 西成区

医療法人希望の道 大村医院

557-0031 西成区鶴見橋３―４―２０

6561-3463 西成区

医療法人 桑友会 桑原医院

557-0031 西成区鶴見橋３―９―１１

6561-3668 西成区

横谷医院

557-0033 西成区梅南１―２―３７

6661-1455 西成区

医療法人趙州会 趙診療所

557-0033 西成区梅南２－５－１７

6655-6660 西成区

加納医院

557-0034 西成区松１―４―２３

6661-3804 西成区

大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 西成民主診療所

557-0034 西成区松２－１－７

6659-1010 西成区

医療法人 亀井医院

557-0042 西成区岸里東２―１３―１１

6658-6738 西成区

はまだ小児科

557-0042 西成区岸里東２―５―１６

6653-5285 西成区

相澤医院

557-0043 西成区玉出東２―１４―１５

ヘリテージ帝塚山２Ｆ 6661-3978 西成区

美濃クリニック

557-0044 西成区玉出中１―４―１７

東宝ビル１Ｆ

古志医院

557-0044 西成区玉出中１―７―７

6661-3757 西成区

医療法人 オーク会 オーク住吉産婦人科

557-0045 西成区玉出西２―７―９

4398-1000 西成区

赤松内科クリニック

557-0045 西成区玉出西２－４－８

6627-9906 西成区

佐藤医院

557-0051 西成区橘３―３―２８

6659-6237 西成区

医療法人志世会浅井クリニック

557-0052 西成区潮路１―１０―２２

4398-3900 西成区

たかしまクリニック

557-0052 西成区潮路２―１―２９

6659-0107 西成区

医療法人 今村医院

557-0052 西成区潮路２―２―４

6658-3001 西成区

岩本医院

557-0052 西成区潮路２―４―３５

6661-1806 西成区

難波医院

557-0052 西成区潮路１－４－３７

6651-1037 西成区

医療法人隅本会 隅本医院

557-0053 西成区千本北２―３２―３５

6651-1551 西成区

医療法人純和会竹本診療所

557-0053 西成区千本北２－３１－１

6661-0439 西成区

医療法人 赤木医院

557-0055 西成区千本南１―２―２０

6651-2350 西成区

医療法人山紀会 山本第三病院

557-0063 西成区南津守４―５―２０

6658-6611 西成区

医療法人溝口医院

557-0063 西成区南津守７―５―７

6656-5269 西成区

むらおか耳鼻咽喉科

558-0003 住吉区長居２―１０―６

医療法人広畑医院

558-0003 住吉区長居３―１２―１９

6691-3787 住吉区

畑小児科

558-0003 住吉区長居３－９－３

6691-5919 住吉区

医療法人幸嘉会 もりファミリークリニック

558-0003 住吉区長居２－１１－１５

6990-0337 住吉区

医療法人寿甲会 李クリニック

558-0004 住吉区長居東１―２７―１７

6691-2020 住吉区

医療法人 北谷医院

558-0011 住吉区苅田７―８―４

6698-9757 住吉区

医療法人希望会 辻村内科循環器科

558-0011 住吉区苅田５―１５―１３

ファミリークリニックうえだ 558-0011 住吉区苅田５―１９―１９
医療法人光陽会 小森内科

558-0011 住吉区苅田７―１１―１０
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クレオ１階

6655-5218 西成区

6606-6811 住吉区

Ｓビル３階

6606-2525 住吉区

あびこ駅前クリニックモール１０２

6609-9090 住吉区

平元ハイツ１階

6696-1171 住吉区
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にしじま内科・小児科

558-0011 住吉区苅田１－１－１４

あびこ内科外科大橋クリニック

558-0011 住吉区苅田７－６－２８

医療法人陽光会 市吉医院

558-0013 住吉区我孫子東３―１―３５

6691-1674 住吉区

医療法人いわがき内科クリニック

558-0013 住吉区我孫子東１－１－２９

ドムール長居南館１階 6616-7081 住吉区

医療法人一裕会 辻クリニック

558-0014 住吉区我孫子１ー７ー６

6694-7711 住吉区

医療法人 小児科南野クリニック

558-0014 住吉区我孫子２―７―３３

6699-7711 住吉区

医療法人鹿野苑会 河野クリニック

558-0022 住吉区杉本２―２０―１０

6691-2973 住吉区

医療法人 武内医院

558-0023 住吉区山之内２―１２―５

6691-1817 住吉区

南大阪医療生活協同組合 住吉民主診療所

558-0031 住吉区沢之町１－３－１６

6696-5250 住吉区

医療法人 河南医院

558-0032 住吉区遠里小野１―１２―９

6691-1322 住吉区

沢井産婦人科医院

558-0032 住吉区遠里小野３―４―８

6694-1115 住吉区

医療法人メディコンフォート中西クリニック

558-0033 住吉区清水丘１―２５―１２

6671-5000 住吉区

中川クリニック

558-0033 住吉区清水丘２―２９―１３

6673-7112 住吉区

ゆうクリニック

558-0033 住吉区清水丘２―３―６

6675-1500 住吉区

医療法人美喜有会さかもとクリニック

558-0041 住吉区南住吉１―２３―１７

6695-5551 住吉区

医療法人 武田小児科医院

558-0041 住吉区南住吉２―１４―１９

ヘイセイハイツ壱番館 6691-6551 住吉区

医療法人瓢成会 中川医院

558-0044 住吉区長峡町５―５

小松原千鶴子診療所

558-0044 住吉区長峡町６―７

医療法人成山医院

558-0051 住吉区東粉浜３ー２３ー２４

6671-4682 住吉区

医療法人三幸会 小澤診療所

558-0054 住吉区帝塚山東３―８―１５

6671-6780 住吉区

医療法人 澤田医院

558-0055 住吉区万代２―８―１１

6671-7092 住吉区

東医院

558-0055 住吉区万代３―２―１９

6671-3358 住吉区

こだまクリニック

558-0055 住吉区万代３－１２－５

6627-9731 住吉区

医療法人惠晴会 わたべクリニック

558-0056 住吉区万代東１－４－１２

6609-6633 住吉区

医療法人 恵仁会 小野内科医院

559-0001 住之江区粉浜１―２４―１９

6671-1939 住之江区

東野クリニック

559-0001 住之江区粉浜２―１―２

6678-9255 住之江区

医療法人芳野会芳野医院 559-0001 住之江区粉浜２―６―１２

6609-8181 住吉区
第１ユニオンハイツ１０３ 6655-1122

住吉区

6671-0158 住吉区
住吉公園パインクレスト１階

粉浜モール１階

6671-1160 住吉区

6673-6265 住之江区

松崎医院

559-0001 住之江区粉浜３―３―２３

みなみクリニック

559-0002 住之江区浜口東２－８－１１

医療法人荒済会 荒谷医院

559-0003 住之江区安立１―１―１０

6673-7100 住之江区

医療法人弘善会矢木クリニック

559-0003 住之江区安立１―４―３

6675-6198 住之江区

医療法人 蛭間医院

559-0003 住之江区安立４―１―１２

6673-3031 住之江区

医療法人 中田内科クリニック

559-0004 住之江区住之江２―７―１８

6675-8595 住之江区

医療法人くぼりクリニック 559-0004 住之江区住之江１－４－２７

6678-0330 住之江区

シェーヌパレ１Ｆ

ハイツ冨士１階

4701-8500 住之江区

4701-5001 住之江区

宇津医院

559-0005 住之江区西住之江１―１１―３

6671-5091 住之江区

畠中医院

559-0005 住之江区西住之江２ー１６ー７

6671-6739 住之江区

なかむらレディースクリニック

559-0005 住之江区西住之江１－１ー３１ Ｎ．ＫＬＡＳＳ住ノ江１階 6675-1211
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医療法人宮本医院

559-0006 住之江区浜口西１―９―３１

6674-2992 住之江区

医療法人住吉内科

559-0006 住之江区浜口西３―１２―５

6673-7552 住之江区

社会医療法人三宝会 南港クリニック

559-0011 住之江区北加賀屋２―１１―８

森田医院

559-0012 住之江区東加賀屋４ー５ー２３

6682-2397 住之江区

増本医院

559-0012 住之江区東加賀屋４―３―９

6685-3533 住之江区

医療法人健正会 浜崎医院

559-0014 住之江区北島３―６―２７

6681-0361 住之江区

黒岡医院

559-0015 住之江区南加賀屋２－２－３５

6616-7808 住之江区

北加賀屋千島ビル１０１号

6684-2018 住之江区

医療法人 ただクリニック 559-0015 住之江区南加賀屋３―２―１８ 多田メディカルビル１階 6682-8335 住之江区

あだちクリニック

559-0015 住之江区南加賀屋４―１―４０

6681-7088 住之江区

医療法人 糸氏医院

559-0016 住之江区西加賀屋１－１－６

6681-2772 住之江区

加賀屋診療所

559-0016 住之江区西加賀屋２―５―２５

6681-1498 住之江区

医療法人幸樹会 木下内科

559-0016 住之江区西加賀屋４―３―５

6682-8255 住之江区

医療法人健佑会 前田医院

559-0017 住之江区中加賀屋２―８―１４

6681-1929 住之江区

池川医院

559-0017 住之江区中加賀屋２－１８－９

6681-1213 住之江区

やまね耳鼻咽喉科

559-0017 住之江区中加賀屋３－２－３

医療法人幸萌会 森内科クリニック

559-0017 住之江区中加賀屋３－１１－１１

榊原クリニック

559-0024 住之江区新北島１―２―１

２Ｂ

6685-5001 住之江区
6115-6635 住之江区

オスカードリーム５階 6684-2477 住之江区

医療法人健生会宮武医院 559-0024 住之江区新北島１－９－２３

6683-5050 住之江区

花田内科医院

559-0024 住之江区新北島３―７―１

6682-7060 住之江区

医療法人浩樹会 藤山小児科医院

559-0024 住之江区新北島３―８―２１

アネックス六兵衛三番館１０１

医療法人英皐会石田クリニック

559-0024 住之江区新北島７―１―５３

マンションハピネス 4702-3020

はせがわ医院

559-0031 住之江区南港東１―６―１―１１７

6612-7772 住之江区

医療法人慈心会 咲洲病院

559-0033 住之江区南港中２―１―３０

6614-1111 住之江区

岡村クリニック

559-0033 住之江区南港中２―２―４３―１０１

6569-3900 住之江区

医療法人西山産婦人科医院

559-0033 住之江区南港中３―４―４

6613-1103 住之江区

6682-7850 住之江区
住之江区

医療法人中島クリニック 559-0033 住之江区南港中３―４―７９

6612-0818 住之江区

市來医院

559-0033 住之江区南港中４―２―１４―１０２

6613-8717 住之江区

長谷川内科

559-0033 住之江区南港中２－１－９９

6614-1131 住之江区
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