
登録医療機関一覧＿東住吉区

　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区 　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区

整形外科　はぶクリニック 東住吉区 医療法人　秀香会　山本クリニック 東住吉区

医療法人善医会　玉田整形外科 東住吉区 やすだ内科クリニック 東住吉区

医療法人　山口クリニック 東住吉区 医療法人敬愛会　木戸内科 東住吉区

原田皮フ科クリニック 東住吉区 医療法人　田島医院 東住吉区

医療法人敬生会　フジモト眼科 東住吉区 村田外科・整形外科クリニック 東住吉区

クロダ耳鼻咽喉科 東住吉区 こうクリニック 東住吉区

医療法人医道会　中島医院 東住吉区 北島クリニック 東住吉区

広瀬クリニック　内科・消化器内科 東住吉区 浜口医院 東住吉区

医療法人康上会　おおしろ耳鼻咽喉科 東住吉区 医療法人　若葉会　上田医院 東住吉区

佐々木クリニック 東住吉区 医療法人　松山診療所 東住吉区

医療法人　佐藤眼科医院 東住吉区 医療法人　浅井皮膚科 東住吉区

山田医院 東住吉区 中尾クリニック 東住吉区

渡辺医院 東住吉区 医療法人むつみ　渡辺整形外科医院 東住吉区

たなか医院 東住吉区 宮﨑医院 東住吉区

医療法人　島田医院 東住吉区 落合クリニック 東住吉区

こどもとかぞくの整形外科よしだクリニック 東住吉区 坂田医院 東住吉区

ただクリニック 東住吉区 医療法人枡谷会　枡谷耳鼻咽喉科クリニック 東住吉区

おおはた整形外科クリニック 東住吉区 ともだクリニック 東住吉区

医療法人あじさい会　よねかわクリニック 東住吉区 医療法人　浅川クリニック 東住吉区

井口医院 東住吉区 医療法人　昌景会　西谷医院 東住吉区

医療法人　天野整形外科 東住吉区 医療法人　裕雅会　有馬外科整形外科 東住吉区

髙畑産婦人科 東住吉区 医療法人　中浜医院 東住吉区

はちかわ耳鼻咽喉科 東住吉区 医療法人　マエダクリニック 東住吉区

医療法人癒しの杜　にしかわクリニック 東住吉区 医療法人　和泉医院 東住吉区

田辺駅前クリニック 東住吉区 医療法人　青洲会診療所 東住吉区

医療法人　和田医院 東住吉区 医療法人　森医院 東住吉区

東住吉スズキクリニック 東住吉区 榊クリニック 東住吉区

森本内科クリニック 東住吉区 医療法人　加野医院 東住吉区

たけむらクリニック 東住吉区 長﨑甲状腺クリニック 東住吉区

もりやまクリニック 東住吉区 藤村外科医院 東住吉区

医療法人　葛本医院 東住吉区 医療法人　慶元クリニック 東住吉区

医療法人　金子外科 東住吉区 医療法人　岡部内科 東住吉区

医療法人社団創生会　クリニックそうせい 東住吉区 西村医院 東住吉区

医療法人翠翔会　みどり眼科クリニック 東住吉区 阿部耳鼻咽喉科 東住吉区

田中医院 東住吉区 医療法人　はまだ医院 東住吉区

医療法人　たけだクリニック 東住吉区 医療法人　吉田医院 東住吉区

矢野内科 東住吉区 医療法人　田中クリニック 東住吉区

ふじもと整形外科 東住吉区 医療法人　井上クリニック 東住吉区

医療法人　博香会　整形外科やのクリニック 東住吉区 藤崎クリニック 東住吉区

杉浦眼科 東住吉区 医療法人　ウマノ整形外科クリニック 東住吉区

上山クリニック 東住吉区 医療法人嘉誠会　山本医院 東住吉区

医療法人太子会　おおしろクリニック 東住吉区 川合内科・小児科 東住吉区

浅井内科医院 東住吉区 医療法人　森沢クリニック 東住吉区

医療法人　真鈴会　かいこうクリニック 東住吉区 医療法人弘生会　大塚眼科 東住吉区



登録医療機関一覧＿平野区

　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区 　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区

医療法人　山内診療所 平野区 村上クリニック 平野区

腎・泌尿器科　成田クリニック 平野区 おかもと耳鼻咽喉科 平野区

医療法人旭胤会　おりた皮フ科 平野区 医療法人　吉田整形外科クリニック 平野区

医療法人良生会　たいようクリニック 平野区 医療法人結愛会　うらたクリニック 平野区

医療法人愛賛会　浜田病院 平野区 医療法人　土居整形外科医院 平野区

医療法人　酒井診療所 平野区 医療法人永恵会　整形外科すずきクリニック 平野区

さくらの樹クリニック 平野区 池渕クリニック 平野区

かわさき消化器内科クリニック 平野区 医療法人典宝会　あかばねクリニック 平野区

山口内科クリニック 平野区 稲葉医院 平野区

かみや内科 平野区 医療法人慈光会　中谷医院 平野区

おおいそ内科 平野区 森本医院 平野区

医療法人　浅田医院 平野区 河合眼科 平野区

おおあらクリニック 平野区 細野医院 平野区

小堀整形外科クリニック 平野区 医療法人栄和会　大同クリニック　長原院 平野区

近藤眼科医院 平野区 こころの診療所いしずえ 平野区

医療法人　森本医院 平野区 岩田クリニック 平野区

岡田医院 平野区 原田医院 平野区

井藤医院 平野区 医療法人聡仁会　かねしろ内科クリニック 平野区

医療法人　飛龍会　福嶋クリニック 平野区 医療法人隆星会　木下内科クリニック 平野区

吉村医院 平野区 金川医院 平野区

矢倉クリニック 平野区 医療法人　明石眼科 平野区

医療法人　井上クリニック 平野区 医療法人富寿会　村田クリニック 平野区

医療法人柏木会　柏木クリニック 平野区 柳医院 平野区

医療法人尚佑会　南クリニック 平野区 ながやす医院 平野区

すやま医院 平野区 斧山医院 平野区

医療法人　こうだ医院 平野区 医療法人ＡＷＮＣ　わたなべ脳神経外科クリニック 平野区

樹クリニック 平野区 医療法人　向坂医院 平野区

由良内科 平野区 整形外科ひろクリニック 平野区

医療法人明誠会　眼科高橋クリニック 平野区 酒井内科・小児科 平野区

医療法人一幸会　いっしん整形外科 平野区 医療法人智絢会　葵クリニック 平野区

森脇耳鼻咽喉科 平野区 医療法人ラポール会　平野青山クリニック 平野区

だいごう整形外科 平野区 上西クリニック 平野区

医療法人松史会　いぬいクリニック 平野区 医療法人　米川医院 平野区

医療法人嘉誠会　新井クリニック 平野区 舳松内科クリニック 平野区

こもりクリニック 平野区 医療法人　栗原医院 平野区

医療法人ＶＥＲＹ　うえだ・奥村クリニック 平野区 おおつき整形外科 平野区

いのうえ診療所 平野区 杉本クリニック 平野区

医療法人　宇野眼科 平野区 渡辺医院 平野区

医療法人　川満整形外科 平野区 医療法人　東森医院 平野区

医療法人　佐久間クリニック 平野区 医療法人　平井診療所 平野区

医療法人　林診療所 平野区 入谷医院 平野区

医療法人　岩切診療所 平野区 医療法人　深津クリニック 平野区

医療法人志成会　つじおか眼科 平野区 医療法人孝至会　みのりクリニック 平野区

海野診療所 平野区 医療法人谷村会　谷村外科・内科 平野区

市原クリニック 平野区 たけむらクリニック 平野区

やまおか内科クリニック 平野区 長岡医院 平野区

医療法人　吉田会　ヨシダ外科 平野区 髙橋クリニック 平野区

医療法人　上田外科医院 平野区 古川耳鼻咽喉科 平野区

長吉診療所 平野区 谷口眼科 平野区

西村皮フ科クリニック 平野区 医療法人平雅会　古川皮膚科・形成外科 平野区



登録医療機関一覧＿住吉区

　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区 　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区

市吉医院 住吉区 ふくだレディースクリニック 住吉区

医療法人村山会　むらやま大腸肛門クリニック 住吉区 医療法人　てらかど診療所 住吉区

あびこ駅前つじもと整形外科医院 住吉区 医療法人寿甲会　李クリニック 住吉区

医療法人　中川会　なかがわクリニック 住吉区 吉田皮フ科 住吉区

かわらだ心臓足血管クリニック 住吉区 森永クリニック 住吉区

やまおか皮ふ科 住吉区 新井整形外科クリニック 住吉区

医療法人　順風会　あびこ森村クリニック 住吉区 医療法人上野会　上野会クリニック 住吉区

医療法人桜正会　まえぼう内科クリニック 住吉区 医療法人　幸嘉会　もりファミリークリニック 住吉区

医療法人翔寿会　こんどう整形外科クリニック 住吉区 医療法人　広畑医院 住吉区

医療法人　銀嶺会　土田クリニック 住吉区 北野整形外科 住吉区

ヤマダ内科・小児科 住吉区 たつえ医院 住吉区

医療法人新生会　にいのぶ内科 住吉区 北脇クリニック 住吉区

医療法人愛育会　かじもと皮膚科医院 住吉区 医療法人社団真希会　チョウクリニック 住吉区

かなこクリニック 住吉区 医療法人三幸会　小澤診療所 住吉区

タナカクリニック 住吉区 白木整形外科クリニック 住吉区

医療法人　北谷医院 住吉区 医療法人祥風会　みどりクリニック 住吉区

くろやま内科・在宅クリニック 住吉区 医療法人ハートフリーやすらぎ　住吉診療所 住吉区

医療法人希望会　辻村内科循環器科 住吉区 小林医院 住吉区

ファミリークリニックうえだ 住吉区 ふくろく整形外科クリニック 住吉区

医療法人　三橋医院 住吉区 さらたにクリニック 住吉区

にしじま内科・小児科 住吉区 医療法人　紀陽会　長居クリニック 住吉区

医療法人光陽会　小森内科 住吉区 医療法人きらら会　きららクリニック 住吉区

権藤診療所 住吉区 医療法人　美喜有会　さかもとクリニック 住吉区

医療法人　武内医院 住吉区 坪倉クリニック 住吉区

橋本皮膚科 住吉区 こだまクリニック 住吉区

中川クリニック 住吉区 医療法人　小豆沢クリニック 住吉区



登録医療機関一覧＿阿倍野区 登録医療機関一覧＿地区・地域

　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区 　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区

医療法人恒裕会　桃ヶ池クリニック 阿倍野区 医療法人　弘善会　矢木クリニック 住之江区

医療法人　愛恵会　ハルカス内視鏡クリニック 阿倍野区 医療法人佑克会　大久保内科クリニック 住之江区

医療法人万代会　武田内科クリニック 阿倍野区 医療法人健正会　浜崎医院 住之江区

かとう整形外科リハビリｃｌｉｎｉｃ 阿倍野区 医療法人　康雅会　わたなべクリニック 城東区

医療法人　きたはらファミリークリニック 阿倍野区 医療法人純和会　竹本診療所 西成区

医療法人　二村耳鼻咽喉科ボイスクリニック 阿倍野区 医療法人　西平診療所 大正区

ひろせクリニック 阿倍野区 みきクリニック 天王寺区

仲原クリニック 阿倍野区 豊川医院 天王寺区

医療法人　福壽會診療所 阿倍野区 小出内科神経科 天王寺区

康クリニック 阿倍野区 医療法人　まえだクリニック 東成区

医療法人伊藤クリニック 腎･泌尿器科伊藤クリニック 阿倍野区 うらの在宅クリニック 松原市

医療法人　鈇田クリニック鈇田内科 阿倍野区 医療法人ＪＭＣ会　未咲クリニック 豊中市

医療法人伯德会　伯耆循環器・内科クリニック 阿倍野区 たつだクリニック 堺市

岡医院 阿倍野区 医療法人一隅会　川上クリニック 堺市

医療法人　平山診療所 阿倍野区

医療法人　池田医院 阿倍野区

さわクリニック 阿倍野区

うさみクリニック 阿倍野区

神田内科クリニック 阿倍野区

医療法人平山診療所　平山眼科 阿倍野区

医療法人　河診療所 阿倍野区

いたがねファミリークリニック 阿倍野区

登録医療機関一覧＿生野区

　　　　　　　医療機関名　　　　　（順序不同） 区

医療法人秀陽会　訪問診療クリニック　麒麟 生野区

松岡クリニック 生野区

医療法人　弘善会　弘善会クリニック 生野区

医療法人明香会　やすなりみどり診療所 生野区

医療法人　中村クリニック 生野区

ひらたクリニック 生野区

医療法人　佐久間医院 生野区

医療法人あさいクリニック

あさい脳神経内科・在宅クリニック
八尾市
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