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おおたきく子クリニック 北区梅田２－４－３７西梅田上島ビル５階 6147-8711

（医）メディカル春日会　革嶋クリニック 北区梅田2-4-13阪神産経桜橋ビル2階 6455-2000 要 〇 ○ 英語・中国語

（社医）行岡医学研究会　行岡病院 北区浮田２－２－３ 6371-9921 要 〇

米田内科胃腸科 北区菅栄町５－１７ 6351-8938

（医）佐藤内科クリニック 北区天神橋4-6-14 6353-3838

（社医）協和会　加納総合病院 北区天神橋７-５-１５ 6351-5381 要 韓国語・中国語

こさか内科・内視鏡内科 都島区毛馬町2-1-14 6926-3223

（医）京昭会　ツヂ病院 都島区都島北通１－２２－６ 6922-1236 要

（医）桜希会　東朋病院 都島区都島南通２－８－９ 6923-6226 要 ○

福島 （医）康心会消化器内視鏡クリニック大阪福島院福島区福島５－１８－２５阪神ＮＫ共同ビル３階 6454-9000

（医）晴惠会　安田クリニック 此花区伝法２－５－１ 6463-1000

（医）良純会　朝日橋胃腸科内科診療所 此花区西九条４－２－２６ 6462-8710

（社福）大阪暁明館　大阪暁明館病院 此花区西九条5-4-8 6462-0261

（医）森内科 此花区梅香３－３３－１４ 6460-5671 要

（医）朋愛会　淀屋橋健診プラザ 中央区伏見町４－１－１明治安田生命大阪御堂筋ビル４階 6232-7770 要 ○

ＡＭＡ　Ｃｌｉｎｉｃ淡路町院 中央区淡路町3-2-13ＺｅＬＫＯＶＡ　ＱＵＡＴＴＲＯ　３Ｆ 4963-3473

小畠クリニック 中央区東心斎橋２－５－２７幸田ビル３Ｆ 6211-2119

（医）聖会　池澤クリニック 西区江戸堀１－１５－２７アルテビル肥後橋２階 6445-8810

（医）天方会　ＡＭＡＣｌｉｎｉｃ 西区西本町1-7-19ワイダ本町ビル１F 4391-1127

（公財）日本生命済生会日本生命病院　（ニッセイ予防医学センター） 西区江之子島2-1-54 6443-3437

（医）幸優会上嶋内科消化器科クリニック 西区北堀江1-5-4四ツ橋サンビル4階 6536-0700

（社医）寿楽会　大野記念病院 西区南堀江１－２６－１０ 6531-1815

（一社）日本海員掖済会　大阪掖済会病院 西区本田２－１－１０ 6581-2881 要

（医）佐々医院 西区九条３－２３－６ 6581-2070

港 （独法）地域医療機能推進機構　大阪みなと中央病院 港区磯路１－７－１ 6572-5721

（医）彰療会　大正病院 大正区三軒家東５－５－１６ 6552-0621

（医）良仁会　西村外科 大正区平尾４－２２－１５ 6552-2288

（社福）恩賜財団　大阪府済生会泉尾病院 大正区北村３－４－５ 7659-6111 要 ○

大阪府医師会保健医療センター 天王寺区清水谷町１９－１４ 6768-1450 要 ○

（医）社団　湯川胃腸病院 天王寺区堂ヶ芝２－１０－２ 6771-4861
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さいとう消化器内科クリニック 天王寺区堂ヶ芝2-13-2エネミンス堂ヶ芝1階 6711-0215

西下消化器クリニック 天王寺区南河掘町６－３３ 6779-7979 要 ○

（社福）石井記念愛染園附属愛染橋病院 浪速区日本橋5-16-15 6633-2801 要 英語・中国語

（医）泰仁会　やまぐちクリニック 浪速区難波中2-3-3森川医療ビル1F 6645-1107

（社医）弘道会　なにわ生野病院 浪速区大国1-10-3 6632-9915

（医）璃香会　あーべいんクリニック 浪速区湊町2-1-34アーベインなんば 6634-4976 要 ○

（公財）淀川勤労者厚生協会附属　西淀病院 西淀川区野里３－５－２２ 6472-1141 要 ○ ○

（社医）愛仁会　千船病院 西淀川区福町3-2-39 6471-9541 要 〇 英語

（医）博悠会　なとりクリニック 西淀川区大野2-1-29 4808-2287

（医）新生クリニック 淀川区東三国4-15-13 6391-5061

（株）互恵会　大阪回生病院 淀川区宮原１－６－10 6393-6234 要 〇

（医）なごみ会　恵理子内視鏡クリニック 淀川区宮原１－６－１新大阪ブリックビル２階 6393-8111

（社医）協和会　北大阪病院 淀川区西宮原2-7-17 6395-1601

（医）敬節会　西中島クリニック 淀川区西中島３－２－１１ 6301-5706 要 〇 ○

（医）秀壮会　秀壮会クリニック 淀川区塚本2-19-12 6302-1138 要 ○

（地独）大阪市民病院機構　大阪市立十三市民病院 淀川区野中北2-12-27 6150-8000

（医）成仁会病院 東淀川区豊里7-19-27 6327-7765 要 〇 英語

（医）光誠会　ゆうメディカルクリニック 東淀川区豊新1-21-29 6327-0550

ごとう内科・消化器内科 東淀川区東淡路4-17-17-３F、4F 6195-5107

淀川キリスト教病院 東淀川区柴島１－７－５０ 6322-2250 要

（医）あけぼの会　あけぼのＧＭクリニック 東淀川区西淡路２－１５－５ 6323-2650 要 ○

（医）野中会　東成病院 東成区大今里西２－７－１７ 6981-2508 要 ○

（医）健生会　福田診療所 東成区東中本１－４－１７ 6974-2220

（医）育和会　育和会記念病院 生野区巽北３－２０－２９ 6758-8000 要

藤井医院 生野区林寺４－２－３２ 6777-0222 要 〇 ○ ○

（医）景友会　金沢外科胃腸科肛門科 旭区大宮１－２０－１９ 6955-1512

かわもと医院 旭区赤川4-1-39 6928-8001

（医）永寿会　福島病院 旭区千林２－４－２２ 6953-2940 要 〇

いせたにクリニック 旭区新森４－７－７ 6952-6482 要

安田クリニック 旭区新森２－４－８ 6953-6291 要 ○

（社福）恩賜財団　大阪府済生会野江病院 城東区古市１－３－２５ 6932-0401 要

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 6180-3255

（医）社団有隣会　東大阪病院 城東区中央１－７－２２ 6939-1121 要 ○
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野口医院 城東区関目3-13-1 6931-7821

高橋内科 城東区鴫野東3-3-23 6180-5011

（医）医誠会　城東中央病院 城東区鴫野西５－１３－４７ 6962-0015

大阪がん循環器病予防センター 城東区森之宮1-6-107 6969-6712 要 〇

（医）富士会　富士診療所 鶴見区今津南２－５－３１ 6963-2331

（医）仁和会　和田病院 鶴見区横堤３－１０－１８ 6911-0003 要 〇

（社医）盛和会　本田病院 鶴見区鶴見４－１－３０ 6939-6301 要 ○

生活協同組合ヘルスコープおおさか　コープおおさか病院 鶴見区鶴見３－６－２２ 6914-1100 要 〇 ○ ○

小林医院 鶴見区鶴見4-11-66 6915-7777

（医）博寿会　横田医院 阿倍野区昭和町1-19-28 6622-1700

仲原クリニック 阿倍野区西田辺町2-3-21ルクレール鶴ヶ丘1F 6690-2525

むぎたにクリニック 阿倍野区阿倍野筋5-10-3 6616-7737

住ノ江駅前クリニック 住之江区西住之江1-1-31 6678-2525

（社医）三宝会　南港病院 住之江区北加賀屋２－１１－１５ 6685-8801 要 ○

（医）健正会　浜崎医院 住之江区北島3-6-27 6681-0361

（医）ただクリニック 住之江区南加賀屋3-2-18多田メディカルビル１階 6682-8335 要 ○

黒岡醫院 住之江区南加賀屋2-2-35 6616-7808 要 英語

（医）糸氏医院 住之江区西加賀屋1-1-6 6681-2772 要 ○

南大阪医療生活協同組合　加賀屋診療所 住之江区西加賀屋2-5-25 6681-1498

池川医院 住之江区中加賀屋2-18-9 6681-1213

（医）てらかど診療所 住吉区長居４－１０－２３ 6694-3856

（医）上野会　上野会クリニック 住吉区長居東4-21-26 6609-1650 要 〇 ○

（医）中川会　なかがわクリニック 住吉区我孫子東2-3-2 6616-7765

（医）慈心会　あびこ病院 住吉区我孫子３－３－２０ 6691-1155 不要 〇 ○ ○

（医）新生会　にいのぶ内科 住吉区我孫子西２－７－７ 6691-1577

（医）惠愛会　クリニック畑森 住吉区山之内２－９－１１ 6692-4819

南大阪医療生活協同組合　住吉民主診療所 住吉区沢之町1-3-16 6696-5250 要 ○ ○

（医）メディコンフォート　中西クリニック 住吉区清水丘1-25-12 6671-5000

山本医院 住吉区南住吉２－２－４ 6609-5557

（医）井紀会　井谷医院 住吉区万代６－１９－２９ 6672-3302

（医）橘会　東住吉森本病院 東住吉区鷹合３－２－６６ 6606-0010 要

（医）金子外科 東住吉区東田辺２－２７－８ 6607-5225

（医）秀香会　山本クリニック 東住吉区駒川5-8-2 6698-1200
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（医）栄和会　大同クリニック　長原院 平野区長吉長原東2-2-25 6776-2228

（医）寺西報恩会　長吉総合病院 平野区長吉長原１－２－３４ 6709-0301

（医）慈光会　中谷医院 平野区長吉長原４－１－１７ 6708-6345

うえだ・奥村クリニック 平野区喜連東2-11-21 6703-1315

いのうえ診療所 平野区喜連西4-7-33 6760-7188

（医）緑風会病院 平野区背戸口１－１８－１３ 6705-1021

（医）弘仁会　まちだ胃腸病院 西成区山王１－１－１５ 6649-1251

（社福）大阪社会医療センター付属病院 西成区萩之茶屋１－３－４４ 6649-0321 要 〇

加納診療所 西成区天神ノ森1-12-22 6115-8676

西成

平野


