○無料低額診療事業実施施設一覧表
施設名
しゃかいふくしほうじんおおさかぎょうめいかん おおさかぎょうめいかんびょういん

1 社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院
いりょうほうじんこのはなはくあいかい（ざいだん） このはなしんりょうしょ

2 医療法人此花博愛会（財団） 此花診療所
いりょうほうじんこのはなはくあいかい（ざいだん） でんぽうたかみしんりょうしょ

3 医療法人此花博愛会（財団） 伝法高見診療所
いりょうほうじんこのはなはくあいかい（ざいだん） とりしましんりょうしょ

4 医療法人此花博愛会（財団） 酉島診療所
かがやしんりょうしょ

5 加賀屋診療所
こうえきざいだんほうじんにほんせいめいさいせいかいふぞく にっせいびょういん

6 公益財団法人日本生命済生会付属 日生病院
おおさかえきさいかいびょういん

7 大阪掖済会病院
いりょうほうじんれんげゆうあいかい れんげくりにっく

8 医療法人蓮華友愛会 れんげクリニック
おおさかきづがわいりょうふくしせいかつきょうどうくみあい いりょうせいきょうながほりどおりしんりょうしょ

住所
おおさかしこのはなくにしくじょう

大阪市此花区西九条５－４－８
おおさかしこのはなくかすができた

大阪市此花区春日出北１－１－２５
おおさかしこのはなくたかみ

大阪市此花区高見２－５－９
おおさかしこのはなくとりしま

大阪市此花区酉島４－２－３
おおさかしすみのえくにしかがや

大阪市住之江区西加賀屋２－５－２５
おおさかしにしくいたちぼり

大阪市西区立売堀６－３－８
おおさかしにしくほんでん

大阪市西区本田２－１－１０
おおさかしにしくいたちぼり

大阪市西区立売堀１－７－１８－２F
おおさかしにしくしんまち

9 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 医療生協ながほり通り診療所 大阪市西区新町４－１０－１０
おおさかきづがわいりょうふくしせいかつきょうどうくみあい みなとせいきょうしんりょうしょ

10 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 みなと生協診療所
しゃかいふくしほうじんおんしざいだん おおさかふさいせいかいいずおびょういん

11 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院

おおさかしみなとくいそじ

大阪市港区磯路３－３－４
おおさかしたいしょうくきたむら

大阪市大正区北村３－４－５

おおさかきづがわいりょうふくしせいかつきょうどうくみあい たいしょうみんしゅしんりょうしょ おおさかしたいしょうくこばやしにし

12 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 大正民主診療所
わかばしか

13 わかば歯科
おおさかけいさつびょういん

14 大阪警察病院
しゃかいふくしほうじんしてんのうじふくしじぎょうだん してんのうじびょういん

15 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天王寺病院
しゃかいふくしほうじんいしいきねんあいぜんえんふぞく あいぜんばしびょういん

16 社会福祉法人石井記念愛染園附属 愛染橋病院
いっぱんざいだんほうじんよどがわきんろうしゃこうせいきょうかいふぞく にしよどびょういん

17 一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院
いっぱんざいだんほうじんよどがわきんろうしゃこうせいきょうかいふぞく のざとしんりょうしょ

18 一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属 のざと診療所
いっぱんざいだんほうじんよどがわきんろうしゃこうせいきょうかいふぞく ひめじましんりょうしょ

19 一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属 姫島診療所
いっぱんざいだんほうじんよどがわきんろうしゃこうせいきょうかいふぞく せんぼくしんりょうしょ

大阪市大正区小林西２－３－１４
おおさかしたいしょうくちしま

大阪市大正区千島１－２０－１２
おおさかしてんのうじくきたやまちょう

大阪市天王寺区北山町１０－３１
おおさかしてんのうじくだいどう

大阪市天王寺区大道１－４－４１
おおさかしなにわくにほんばし

大阪市浪速区日本橋５－１６－１５
おおさかしにしよどがわくのざと

大阪市西淀川区野里３-５-２２
おおさかしにしよどがわくのざと

大阪市西淀川区野里３-５-３４
おおさかしにしよどがわくひめじま

大阪市西淀川区姫島２-１３-２０
おおさかしにしよどがわくおおわだ

電話番号
06-6462-0261
06-6463-2222
06-6461-5605
06-6461-4459
06-6681-1498
06-6543-3581
06-6581-2881
06-6536-3781
06-6533-0106
06-6571-5594
06-6552-0091
06-6554-1197
06-6554-8841
06-6771-6051
06-6779-1401
06-6633-2801
06-6472-1141
06-4808-8151
06-6473-5151
06-6473-1864

主な診療科
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、がんか、ひふか、しんけいないか、けいせいげか、りはびりてーしょんか など

内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、眼科、皮膚科、神経内科、形成外科、リハビリテーション科 など
ないか、しょうにか、せいけいげか、ほうしゃせんか

内科、小児科、整形外科、放射線科
ないか、せいけいげか、しょうにか、ほうしゃせんか

内科、整形外科、小児科、放射線科
ないか、しょうにか、ひふか、ほうしゃせんか

内科、小児科、皮膚科、放射線科
ないか、せいけいげか、りうまちか、あれるぎーか、ほうしゃせんか

内科、整形外科、リウマチ科、アレルギー科、放射線科
ないか、せいけいげか、しょうにか、さんふじんか、せいしんか、がんか、じびいんこうか、ひふか、しんけいないか、ひにょうきか など

内科、整形外科、小児科、産婦人科、精神科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、神経内科、泌尿器科 など
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、がんか、しんけいないか、りはびりてーしょんか など

内科、外科、整形外科、小児科、眼科、神経内科、リハビリテーション科 など
ないか、しか、しんりょうないか、けいせいげか、せいしんか

内科、歯科、心療内科、形成外科、精神科
ないか、しょうにか、しんりょうないか

内科、小児科、心療内科
ないか、しょうにか、りはびりてーしょんか、ほうしゃせんか、しんけいか

内科、小児科、リハビリテーション科、放射線科、神経科
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、ふじんか、がんか、じびいんこうか、ひふか、ひにょうきか、りはびりてーしょんか など

内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科 など
ないか、せいけいげか、しょうにか

内科、整形外科、小児科
しか、しょうにしか、しかこうくうげか

歯科、小児歯科、歯科口腔外科
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、さんふじんか、せいしんか、がんか、じびいんこうか、しかこうくうげか、ひふか など

内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、精神科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、皮膚科 など
ないか、げか、せいけいげか、がんか、じびいんこうか、ひにょうきか、ほうしゃせんか、しょうかきないか、じゅんかんきないか、けつえきないか など

内科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、放射線科、消化器内科、循環器内科、血液内科 など
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、さんふじんか、がんか、じびいんこうか、ひふか、ひにょうきか、りはびりてーしょんか、しょうにげか など

内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、小児外科 など
ないか、げか、せいけいげか、ひにょうきか、りはびりてーしょんか、しょうにか、ほうしゃせんか、ふじんか

内科、外科、整形外科、泌尿器科、リハビリテーション科、小児科、放射線科、婦人科
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、ふじんか、しんりょうないか、せいしんか、ひふか、ひにょうきか、りはびりてーしょんか など

内科、外科、整形外科、小児科、婦人科、心療内科、精神科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科 など
ないか、しょうにか、りはびりてーしょんか、せいけいげか

内科、小児科、リハビリテーション科、整形外科
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、こきゅうきか、ほうしゃせんか、りはびりてーしょんか

施設名
20 一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属 千北診療所

住所
大阪市西淀川区大和田５-５-３

電話番号
06-6473-1864

主な診療科
内科、外科、整形外科、小児科、呼吸器科、放射線科、リハビリテーション科

施設名
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか いまざとしんりょうしょ

21 生活協同組合ヘルスコープおおさか いまざと診療所
せいきょうもりのみやしか

22 生協森の宮歯科
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか たじましんりょうしょ

23 生活協同組合ヘルスコープおおさか 田島診療所
あかがわせいきょうしんりょうしょ

24 あかがわ生協診療所
しゃかいふくしほうじんおんしざいだん おおさかふさいせいかいのえびょういん

25 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院
しゃかいふくしほうじんおおさかふくしじぎょうざいだん すみれびょういん

26 社会福祉法人大阪福祉事業財団 すみれ病院
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか がもうこうせいしんりょうしょ

27 生活協同組合ヘルスコープおおさか 蒲生厚生診療所
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか じょうとうしんりょうしょ

28 生活協同組合ヘルスコープおおさか 城東診療所
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか のえせいきょうしんりょうしょ

29 生活協同組合ヘルスコープおおさか のえ生協診療所
しおんがくえんしんりょうしょ

30 四恩学園診療所
みなみおおさかいりょうせいかつきょうどうくみあい すみよしみんしゅしんりょうじょ

31 南大阪医療生活協同組合 住吉民主診療所
いりょうほうじんはくあいかい こころくりにっく

32 医療法人博愛会 こころクリニック
いっぱんしゃだんほうじん つもりびょういん

33 一般社団法人 津守病院
しゃかいふくしほうじん おおさかしゃかいいりょうせんたーふぞくびょういん

34 社会福祉法人 大阪社会医療センター付属病院
おおさかきづがわいりょうふくしせいかつきょうどうくみあい にしなりみんしゅしんりょうしょ

35 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 西成民主診療所
つるみしんりょうしょ

36 ツルミ診療所
いっぱんざいだんほうじんよどがわきんろうしゃこうせいきょうかい ふぞくふぁみりーくりにっくなごみ

37 一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属 ファミリークリニックなごみ
ふぁみりーくりにっくあい

38 ファミリークリニックあい
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか こーぷおおさかびょういん

39 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
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか まったせいきょうしんりょうしょ

40 生活協同組合ヘルスコープおおさか まった生協診療所
せいかつきょうどうくみあいへるすこーぷおおさか いまづせいきょうしんりょうしょ

住所
おおさかしひがしなりくおおいまざと

大阪市東成区大今里１－２３－１２
おおさかしひがしなりくなかみち

大阪市東成区中道１－１０－３５
おおさかしいくのくはやしじ

大阪市生野区林寺５－１２－１８
おおさかしあさひくいくえ

大阪市旭区生江２－８－８
おおさかしじょうとうくふるいち

大阪市城東区古市１－３－２５
おおさかしじょうとうくふるいち

大阪市城東区古市１－２０－８５
おおさかしじょうとうくがもう

大阪市城東区蒲生３－１５－１２
おおさかしjじょうとうくいまふくにし

大阪市城東区今福西１－１－３０
おおさかしじょうとうくせいいく

大阪市城東区成育４－２９－５
おおさかしすみよしくかりた

大阪市住吉区苅田４－３－９
おおさかしすみよしくさわのちょう

大阪市住吉区沢之町１－３－１６
おおさかしすみよしくひがしこはま

大阪市住吉区東粉浜３－２７－９－１Ｆ
おおさかしにしなりくつもり

大阪市西成区津守３－５－１８
おおさかしにしなりくはぎのちゃや

大阪市西成区萩之茶屋１－３－４４
おおさかしにしなりくまつ

大阪市西成区松２－１－７
おおさかしにしなりくながはし

大阪市西成区長橋２－５－２９
おおさかしよどがわくかしま

大阪市淀川区加島４－２－１７
おおさかしよどがわくにしみくに

大阪市淀川区西三国１－３－２９－２Ｆ
おおさかしつるみくつるみ

大阪市鶴見区鶴見３－６－２２
おおさかしつるみくよこづつみ

大阪市鶴見区横堤３－６－７
おおさかしつるみくいまづなか

電話番号
06-6971-8054
06-6975-0841
06-6711-3711
06-6921-3008
06-6932-0401
06-6934-5611
06-6931-3807
06-6931-0779
06-6931-6213
06-6607-2220
06-6696-5250
06-4701-8602
06-6659-6651
06-6649-0321
06-6659-1010
06-6568-6131
06-6300-5517
06-6150-2051
06-6914-1100
06-6911-3195
06-6969-6333

主な診療科
ないか、ひふか、ひにょうきか

内科、皮膚科、泌尿器科
しか、しょうにしか、きょうせいしか

歯科、小児歯科、矯正歯科
ないか、ひにょうきか、しか、しょうにしか

内科、泌尿器科、歯科、小児歯科
ないか、せいけいげか

内科、整形外科
ないか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、さんか、ふじんか、がんか、じびいんこうか、ひふか、けいせいげか、ひにょうきか など

内科、整形外科、脳神経外科、小児科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、泌尿器科 など
ないか、しょうにか、りはびりてーしょんか、ひふか、ほうしゃせんか

内科、小児科、リハビリテーション科、皮膚科、放射線科
ないか、せいけいげか

内科、整形外科
ないか、ほうしゃせんか

内科、放射線科
ないか

内科
ないか、しょうにか

内科、小児科
ないか、しょうにか、ふじんか、あれるぎーか、ほうしゃせんか

内科、小児科、婦人科、アレルギー科、放射線科
ないか、しんりょうないか、せいしんか

内科、心療内科、精神科
ないか、げか、しか

内科、外科、歯科
ないか、げか、せいけいげか、せいしんか、ひふか、ひにょうきか

内科、外科、整形外科、精神科、皮膚科、泌尿器科
ないか、せいけいげか、しょうにか、ほうしゃせんか、りはびりてーしょんか、ふじんか

内科、整形外科、小児科、放射線科、リハビリテーション科、婦人科
ないか、しょうにか、ひにょうきか、せいけいげか、りはびりてーしょんか、せいしんか

内科、小児科、泌尿器科、整形外科、リハビリテーション科、精神科
ないか、しょうにか

内科、小児科
ないか、しょうにか

内科、小児科
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、がんか、しか、ひふか、こうもんか、ひにょうきか など

内科、外科、整形外科、小児科、眼科、歯科、皮膚科、肛門科、泌尿器科 など
ないか、しょうにか、ほうしゃせんか

内科、小児科、放射線科
ないか、しょうにか、ひにょうきか、ほうしゃせんか

施設名
41 生活協同組合ヘルスコープおおさか 今津生協診療所

住所
大阪市鶴見区今津中３－７－９

電話番号
06-6969-6333

主な診療科
内科、小児科、泌尿器科、放射線科

施設名
しゃかいふくしほうじんおんしざいだん おおさかふさいせいかいなかつびょういん

42 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会中津病院
うえにせいきょうしんりょうしょ

43 うえに生協診療所
こうえきざいだんほうじん あさかやまびょういん

44 公益財団法人 浅香山病院
みみはらそうごうびょういん

45 耳原総合病院
みみはらしかしんりょうじょ

46 耳原歯科診療所
みみはらたかさごくりにっく

47 みみはら高砂クリニック
みみはらおおとりくりにっく

48 耳原鳳クリニック
みみはらふぁみりーくりにっく

49 みみはらファミリークリニック
ほくせついりょうせいかつきょうどうくみあい とよなかしんりょうしょ

50 ほくせつ医療生活協同組合 豊中診療所
しゃかいふくしほうじん たけいびょういん

51 社会福祉法人 竹井病院
しゃかいふくしほうじんてんしんかい こさかびょういん

52 社会福祉法人天心会 小阪病院

住所
おおさかしきたくしばた

大阪市北区芝田２－１０－３９
おおさかしちゅうおうくたまつくり

大阪市中央区玉造１－８－７
さかいしさかいくいまいけちょう

堺市堺区今池町３－３－１６
さかいしさかいくきょうわちょう

堺市堺区協和町４－４６５
さかいしさかいくだいせんにしまち

堺市堺区大仙西町６丁１８４－２
さかいしさかいくたかさごちょう

堺市堺区高砂町４－１０９－２
さかいしにしくおおとりみなみまち

堺市西区鳳南町５－５９５
さかいしきたくくらまえちょう

堺市北区蔵前町３－５－４７
とよなかしたまいちょう

豊中市玉井町１－１０－６
ひがしおおさかしちょうどう

東大阪市長堂１－２８－６
ひがしおおさかしえいわ

東大阪市永和２－７－３０

いりょうせいきょうかわちのせいかつきょうどうくみあい ひがしおおさかせいきょうびょういん ひがしおおさかしながせちょう

53 医療生協かわち野生活協同組合 東大阪生協病院
いりょうせいきょうかわちのせいかつきょうどうくみあい くすねしんりょうしょ

54 医療生協かわち野生活協同組合 楠根診療所
せいきょうかのうしんりょうしょ

55 生協加納診療所

東大阪市長瀬町１－７－７
ひがしおおさかしくすね

東大阪市楠根２－７－８
ひがしおおさかしかのう

東大阪市加納３－５－１

いりょうせいきょうかわちのせいかつきょうどうくみあい はなぞのせいきょうしんりょうしょ ひがしおおさかしたまくしちょうにし

56 医療生協かわち野生活協同組合 はなぞの生協診療所
しゃかいふくしほうじんおんしざいだん おおさかふさいせいかいすいたびょういん

57 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院

東大阪市玉串町西１－４－４０
すいたしかわぞのちょう

吹田市川園町１－２

しゃかいふくしほうじんおんしざいだんさいせいかいしぶ おおさかふさいせいかいせんりびょういん すいたしつくもだい

58 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院
いりょうほうじんきょうあいかい あいかわしんりょうじょ

59 医療法人共愛会 相川診療所

吹田市津雲台１－１－６
すいたしみなみたかはまちょう

吹田市南高浜町３２－１９

しゃかいふくしほうじんおんしざいだんさいせいかいしぶ おおさかふさいせいかいいばらきびょういん いばらきしみつけやま

60 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会茨木病院
いっぱんざいだんほうじんおおさかふけいさつきょうかい きたおおさかけいさつびょういん

61 一般財団法人大阪府警察協会 北大阪警察病院
けいはんいりょうせいかつきょうどうくみあい みいしんりょうしょ

茨木市見付山２－１－４５
いばらきしむろやま

茨木市室山１－２－２
ねやがわしみいみなみまち

電話番号
06-6372-0333
06-4304-3120
072-229-4882
072-241-0501
072-245-2912
072-241-4990
072-275-0801
072-252-1507
06-6841-3531
06-6781-0603
06-6722-5151
06-6727-3131
06-6746-1313
072-965-5885
072-963-4360
06-6382-1521
06-6871-0121
06-6381-2005
072-622-8651
072-643-6921
072-835-0600

主な診療科
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、さんふじんか、せいしんか、しんけいないか、がんか、じびいんこうか、しかこうくうげか、ひふか など

内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、精神科、神経内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、皮膚科 など
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、ひにょうきか、ほうしゃせんか、りはびりてーしょんか

内科、外科、整形外科、小児科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科
ないか、げか、せいけいげか、ふじんか、がんか、じびいんこうか、しか、ひふか、ひにょうきか（じんこうとうせき）、じゅんかんきないか、しょうかきないか など

内科、外科、整形外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、皮膚科、泌尿器科（人工透析）、循環器内科、消化器内科 など
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、さんふじんか、せいしんか、がんか、ひにょうきか、のうしんけいげか、しんぞうげか、ひふか、じびいんこうか など

内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、精神科、眼科、泌尿器科、脳神経外科、心臓外科、皮膚科、耳鼻咽喉科 など
しか、しょうにしか、しかこうくうげか

歯科、小児歯科、歯科口腔外科
ないか、しょうにか、ひふか、せいしんか、せいけいげか

内科、小児科、皮膚科、精神科、整形外科
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、ふじんか、ひふか、しんりょうないか、ひにょうきか、しんけいないか、こきゅうきないか、りはびりてーしょんか など

内科、外科、整形外科、小児科、婦人科、皮膚科、心療内科、泌尿器科、神経内科、呼吸器内科、リハビリテーション科 など
ないか、しょうにか、ほうしゃせんか、あれるぎーか

内科、小児科、放射線科、アレルギー科
ないか、しょうにか、じゅんかんきか、ほうしゃせんか

内科、小児科、循環器科、放射線科
ないか、げか、せいけいげか、ひふか、こうもんか、りはびりてーしょんか、じゅんかんきないか

内科、外科、整形外科、皮膚科、肛門科、リハビリテーション科、循環器内科
せいしんか、しんけいか、ないか

精神科、神経科、内科
ないか、しょうにか、げか、せいけいげか、がんか、しんけいないか、こきゅうきないか、こうもんか、りはびりてーしょんか、ほうしゃせんか など

内科、小児科、外科、整形外科、眼科、神経内科、呼吸器内科、肛門科、リハビリテーション科、放射線科 など
ないか、しょうにか

内科、小児科
ないか、しょうにか

内科、小児科
ないか、のうしんけいげか、しょうにか

内科、脳神経外科、小児科
ないか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、さんふじんか、せいしんか、しんけいないか、がんか、じびいんこうか、ひふか、ひにょうきか など

内科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、精神科、神経内科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科 など
ないか、げか、せいけいげか、しょうにか、さんか、ふじんか、しか、しかこうくうげか、ひにょうきか、りはびりてーしょんか など

内科、外科、整形外科、小児科、産科、婦人科、歯科、歯科口腔外科、泌尿器科、リハビリテーション科 など
ないか、じゅんかんきないか、こきゅうきないか、ほうしゃせんか、しんりょうないか、せいけいげか、ひふか

内科、循環器内科、呼吸器内科、放射線科、心療内科、整形外科、皮膚科
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、さんふじんか、せいしんか、がんか、じびいんこうか、ひふか、けいせいげか など

内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、精神科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科 など
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、しんけいないか、しんりょうないか、がんか、じびいんこうか、しかこうくうげか、ひにょうきか など

内科、外科、整形外科、脳神経外科、神経内科、心療内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、泌尿器科 など
ないか、ひふか、せいけいげか、りはびりてーしょんか、しょうかきか

施設名
62 けいはん医療生活協同組合 みい診療所
おおさかきりすときょうしゃかいかんしんりょうしょ

63 大阪キリスト教社会館診療所
けいはんいりょうせいかつきょうどうくみあい みどりしんりょうしょ

64 けいはん医療生活協同組合 みどり診療所
しゃかいふくしほうじんしょうとくかい くりにっくいわた

65 社会福祉法人聖徳会 クリニックいわた
いりょうせいきょうやおくりにっく

66 医療生協八尾クリニック
とんだばやしびょういん

67 富田林病院
しゃかいふくしほうじんてらだまんじゅかい てらだまんじゅびょういん

68 社会福祉法人寺田萬寿会 寺田萬寿病院
さんみくりにっく

69 さんみクリニック
あっぷるしか

70 アップル歯科
しゃかいふくしほうじんおんしざいだんさいせいかいしぶ おおさかふさいせいかいしんせんなんびょういん

71 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会新泉南病院
しゃかいふくしほうじんほたる なぎさくりにっく

72 社会福祉法人ほたる なぎさクリニック

住所
寝屋川市三井南町２０－１７
かどまししまがしら

門真市島頭４－１１－１１
かどまししろがきちょう

門真市城垣町２－３３
まつばらしあお

松原市阿保３－４－３１
やおしやおぎ

八尾市八尾木６－１００
とんだばやししこうようだい

富田林市向陽台１－３－３６
きしわだしみなみうえまち

岸和田市南上町１－４８－５
いずみさのしつるはら

泉佐野市鶴原１０６５－３－１Ｆ
いずみさのしつるはら

泉佐野市鶴原１５０６－１・１０－１Ｆ
せんなんしりんくうみなみはま

泉南市りんくう南浜３－７
せんなんぐんみさきちょうたんのわ

泉南郡岬町淡輪１４６９－１

電話番号
072-835-0600
072-883-0131
072-882-1118
072-337-8821
072-925-8725
0721-29-1121
072-422-4466
072-464-4705
072-469-0648
072-480-5618
072-488-2888

主な診療科
内科、皮膚科、整形外科、リハビリテーション科、消化器科
ないか、がんか

内科、眼科
ないか、せいけいげか、ひふか、りはびりてーしょんか

内科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科
ないか、せいしんか、りはびりてーしょんか

内科、精神科、リハビリテーション科
ないか、しょうにか、りはびりてーしょんか

内科、小児科、リハビリテーション科
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、しょうにか、さんふじんか、がんか、じびいんこうか、ひふか、けいせいげか、ひにょうきか など

内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、泌尿器科 など
ないか、げか、せいけいげか、のうしんけいげか、がんか、ひふか、りはびりてーしょんか、ますいか

内科、外科、整形外科、脳神経外科、眼科、皮膚科、リハビリテーション科、麻酔科
ないか、せいけいげか、りはびりてーしょんか

内科、整形外科、リハビリテーション科
しか、しょうにしか、しかこうくうげか

歯科、小児歯科、歯科口腔外科
ないか、げか、せいけいげか、ふじんか、しんけいか、がんか、りはびりてーしょんか、ほうしゃせんか、こきゅうきか など

内科、外科、整形外科、婦人科、神経科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、呼吸器科 など
ないか、しょうにか、せいけいげか、りはびりてーしょんか、のうしんけいげか

内科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、脳神経外科

