
医療機関名 住所 電話番号（任意）

安達クリニック 北区松ヶ枝町1番3号　いちご南森町ビル1階 06-6358-1008

医療法人国崇会 北中レディースクリニック 北区梅田2-2-2　ヒルトンプラザウエスト4F 06-6348-1404

医療法人 天五診療所 北区池田町6-10-201号 06-6355-1000

医療法人 にしぐち小児科 北区天神橋3-7-26 06-4801-8858

医療法人 八杉クリニック 北区池田町1番75号　ストークマンション101～103 06-6353-0505

ロータリーキッズクリニック 大阪市旭区新森4-2-32 3/6（土）午前中のみ可※要予約

さくらクリニック 大阪市旭区大宮1-13-9 3/6（土）午前中のみ可

北村医院 大阪市旭区赤川4-17-5 3/6（土）午前中のみ可

かよう内科・小児科 大阪市旭区清水4-3-29 3/6（土）午前中のみ可

生江診療所 大阪市旭区生江3-16-6 3/6（土）午前中のみ可

中野こども病院 大阪市旭区新森4-13-17

おばやしクリニック 大阪市淀川区三国本町3-37-35-305 06-6399-2201

小竹医院 大阪市淀川区十三東3-26-15 06-6131-8522

清水こどもクリニック 大阪市淀川区三国本町2-18-30-301 06-6396-8585

西出医院 大阪市淀川区東三国6-10-1 06-6392-1441

ファミリークリニックなごみ 大阪市淀川区加島4-2-17 06-6300-5517

星医院 大阪市淀川区十三元今里2-13-16 06-6309-6555

宮下内科 大阪市淀川区三津屋北1-6-3 06-6301-4693

（医）慶秋会　あきやまクリニック 住吉区千躰２－２－９ 06-6674-8000

（医）陽光会　市吉医院 住吉区我孫子東３－１－３５ 06-6691-1674

（医）小泉内科 住吉区南住吉４－８－１０ 06-6691-0708 土曜日

さらたにクリニック 住吉区東粉浜２－２０－２ 06-6673-3000 土曜日のみ　１Ｗ前までに予約必要

沢井産婦人科医院 住吉区遠里小野３－４－８ 06-6694-1115 土曜日のみ

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 06-6696-5250 土曜日

（医）光優会　西村クリニック 住吉区沢之町１－１－１６ 不可

（医）幸嘉会　もりファミリークリニック 住吉区長居２－１１－１５ 06-6690-0337

山本医院 住吉区長峡町４－４５ 06-6671-2469

明石医院 八尾市北本町2-12-23 072-922-3193

あかの小児科 八尾市光町1-26 片岡第4ビル2F 072-990-5556

いずい医院 八尾市竹渕西3-80 06-6701-5511

石垣クリニック 八尾市春日町1-4-4 072-991-2922

うえつき小児科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 八尾市志紀町2-46 小枝ビルⅡ202号 072-949-9530

おおまえ内科クリニック 八尾市南木の本3-45-5 072-996-1171

加藤医院 八尾市恩智中町2-216 072-941-0280

木村小児科 八尾市東本町2-6-7 072-999-5666

久保医院 八尾市太田5-182-3 072-948-2887

さかがみこどもクリニック 八尾市八尾木北3-340 ﾘｰﾌﾟﾊｰﾍﾞﾝ八尾木1F 072-990-3212

櫻井医院 八尾市北本町2-8-12 072-922-2905

下鳥医院 八尾市高安町南2-38 072-922-8788

しもやま小児科 八尾市安中町3-5-14 JR八尾ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F 072-928-1802

玉田医院 八尾市山本町南4-7-1 072-922-4445

ひょうり小児科 八尾市山本町1-3-20やまもとｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F 072-925-2888

福家医院 八尾市山本町北4-5-13 072-922-2002

藤原医院 八尾市服部川7-49 072-941-8082

松井医院 八尾市太子堂5-1-38 072-995-0880

八尾市立病院 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881

やお城田クリニック 八尾市木の本1-7-1 072-922-7770

八尾徳洲会総合病院 八尾市若草町1-17 072-993-8501

八木小児科 八尾市高安町北7-23 072-928-7711

ゆきこどもクリニック 八尾市刑部1-1-2 072-922-2301

吉田クリニック 八尾市山本高安町2-1-3 072-925-5388

医）東野医院 東大阪市鴻池元町10-5 06-6744-1210

医）大平耳鼻咽喉科 東大阪市玉串元町2-11-60 072-961-3387

医）塩路医院 東大阪市吉原2-11-14 072-964-1637

医）大阪惠星会　鴻池クリニック 東大阪市鴻池元町11-24 06-6745-6762

医）泰陽会　西岡医院 東大阪市吉田4-3-12 072-963-2233

医）陶菁会　陶山医院 東大阪市吉田1-1-2 072-961-2176

医）尾﨑医院 東大阪市岩田町4-3-5 072-961-2518

医）弘徳会　にしおかクリニック 東大阪市若江本町3-1-2 06-6730-6151

医）知行会　森上内科糖尿病クリニック 東大阪市南鴻池町2-2-12 06-6746-0555

医療生協かわち野生活協同組合はなぞの生協診療所 東大阪市玉串町西1-4-40 072-963-4360

医療法人　橋村医院 東大阪市島之内2-12-3 072-965-1400

医療法人　鎌田医院 東大阪市岩田町3-8-4 06-6721-8855

藤本医院 大阪市淀川区三津屋南2-17-12 06-6306-1870

高見医院 大阪市城東区中浜1-20-7

今石こどもクリニック 天王寺区烏ヶ辻1-1-1　MIﾋﾞﾙ4F 06-6774-1980

遠藤クリニック 天王寺区上汐5-5-2 06-6772-4997

大阪赤十字病院 天王寺区筆ヶ崎町5-30 06-6774-5111

かおる小児科 天王寺区筆ヶ崎町5-52 ｳｪﾙﾗｲﾌ上本町ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ101 06-6775-1201

可児医院 天王寺区四天王寺1-5-45　ｻﾜｰﾋﾞﾙ 06-6771-0140

さの赤ちゃんこどもクリニック 天王寺区清水谷5-22　H・A BLDG3F 06-6765-8585

さわだクリニック 天王寺区真法院町7-31-201 06-6776-8322

寺田町こども診療所 天王寺区寺田町2-4-7　 寺田町第2ﾋﾞﾙ2F 06-6775-2221

藤谷クリニック 天王寺区上本町6-3-31-228 うえほんまちハイハイタウン西側2F 06-6771-5315

ほがらかクリニック 天王寺区東高津町9-11 06-6777-8212

高見医院 大阪市城東区中浜1-20-7
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福田医院 大阪市城東区鴫野東2-12-2

北山内科クリニック 大阪市城東区野江3-27-30

にしじまファミリークリニック 大阪市城東区中央2-13-19　YKマンション1階

野口医院 大阪市城東区関目3-13-1

山中医院 大阪市城東区諏訪1-3-1

すみやクリニック 大阪市城東区放出西3-1-4

本田整形外科内科 大阪市城東区野江3-12-28

やぶきクリニック 大阪市城東区成育4-20-16

金井産婦人科 大阪市城東区今福西1-2-8

いしが城谷クリニック 茨木市大手町12-3 072-622-3003

いのうえ内科 茨木市竹橋町4-10 072-628-5533

茨木診療所 茨木市元町4-16 072-624-3977

内野小児科 茨木市真砂1-9-24 072-638-0726

大河内医院 茨木市駅前3-1-3　東伸ﾋﾞﾙ2階 072-625-1222

大阪府済生会茨木病院 茨木市見付山2-1-45 072-622-8651

大嶋クリニック 茨木市双葉町8-19 072-633-0119

かしまクリニック 茨木市丑寅2-1-6 072-622-3355

岸本クリニック 茨木市沢良宜西1-4-10 ﾉﾍﾞﾙﾃｨ南茨木 072-638-1100

北野外科内科 茨木市星見町18-3 072-635-0131

栗原医院 茨木市宮元町1-15 072-626-2102

恵愛クリニック 茨木市彩都あさぎ1-2-1

サンタマリア病院 茨木市新庄町13-15 072-627-3459

篠永医院 茨木市真砂1-2-36 072-633-3776

しばさき小児科 茨木市下穂積1-3-101 072-626-9011

すぎたクリニック 茨木市三島丘2-8-17　 072-620-1115

すぎた子どもクリニック 茨木市見付山1-1-40-8 072-645-7333

すぎもとクリニック 茨木市総持寺駅前町1-32 072-631-8811

隅クリニック 茨木市中穂積3-2-12 072-622-3858

高島整形外科 茨木市沢良宜西1-13-22 072-630-2600

多田クリニック 茨木市中穂積1-2-3-1F 072-622-1239

辰見医院 茨木市大字大岩556 072-649-2018

辰見クリニック 茨木市白川2-1-5　ｱﾄﾞﾊﾞﾝ1階 072-634-8411

田中病院 茨木市東奈良3-16-31 072-635-5831

なかおこどもクリニック 茨木市小川町8-22 072-646-7555

中尾内科クリニック 茨木市春日4-10-4 072-621-4777

なかクリニック 茨木市中穂積1-2-50 072-631-8808

なかじま内科 茨木市鮎川5-6-8 072-636-8305

成田クリニック 茨木市中総持寺町4-47 072-634-3791

西里医院 茨木市総持寺駅前町6-8 072-623-6566

西野クリニック 茨木市西駅前町13-23 072-626-1551

のせ整形外科クリニック 茨木市東中条町8-35 072-628-2030

橋本こどもクリニック 茨木市太田3-21-17 072-631-9001

橋本診療所 茨木市島3-6-6 072-634-4724

はら小児科クリニック 茨木市学園南町14-20

聖クリニック 茨木市郡5-18-5 072-640-6030

ふくながこどもクリニック 茨木市若園町37-29　ﾒｿﾞﾝｳﾞｪﾙﾄﾞｳｰﾙ1F 072-630-0753

藤井クリニック 茨木市沢良宜西1-2-20 072-635-5122

ふじもとクリニック 茨木市春日2-2-9　やまだいﾋﾞﾙ2F 072-657-8860

船戸医院 茨木市下穂積2-9-17 072-627-3139

ベッチャククリニック 茨木市中総持寺町12-2 072-635-1021

みともり子どもクリニック 茨木市舟木町2-7 072-657-8355

やまもとクリニック 茨木市永代町7-10　川崎ﾋﾞﾙ2階 072-645-5166

ゆうき耳鼻咽喉科 茨木市東中条町1-5 072-657-8719

（医）藤井こどもクリニック 大阪市中央区谷町７-1-50 アルス谷町シーベース２階 06-4304-5005

医療法人健正 会 岸外科 東大阪市寿町3- 18- 17 06- 6722- 2280

医療法人弘代会 もとざわ医院 東大阪市小若江1- 24- 11 06- 6722- 9070

もしもしキッズクリニック 東大阪市御厨西ノ町1- 5-14 06-6618-7111

医療法人慈啓会 宮崎医院 東大阪市大蓮東5-12- 18 06- 6728- 3295

医療法人育祥会 すざわ内科小児科クリニック 東大阪市上小坂2- 2- 18 06- 6720- 4095

医療法人出盛会 大熊内科医院 東大阪市荒川2- 22- 1 06- 6721- 1905

医療法人慶仁会 安田医院 東大阪市菱屋西3- 4-8 06- 6721- 0070

医療法人涌井医院 東大阪市菱屋西2- 7- 16 06- 6729- 7715

医療法人総仁会 しのづかひらた医院 東大阪市御厨南1- 1- 12 ユニティハウス l F 06- 6789- 7808

医療法人奥会 奥医院 東大阪市柏田本町3-8 06- 6721- 1324

医療法人あおぞら会 ふじもとクリニック 東大阪市小阪本町1- 11- 3 06- 6720- 0721

竹村小児科 東大阪市菱屋西3- 4- 17 06- 6725- 4130

医療生協かわち野生活協同組合 東大阪生協病院 東大阪市長瀬1- 7- 7 06- 6727- 3131

医療法人正仁会 杉原小児科 東大阪市近江堂2- 10- 39 06- 6722-2000

田路医院 東大阪市荒川1- 12- 4 06- 6728- 3838

青井内科 田口2-27-31

あきせウィメンズクリニック 田宮本町9-45 072-861-1703

医）誠和会 浅田医院 藤田町3-47-102

医)井奥内科診療所 茄子作4-34-6

石塚医院 南楠葉2-40-24 072-857-6937

医）春陽会 稲垣医院 大垣内町1-1-5 072-841-2166

うにし小児科 岡東町3-7 072-841-2579

大谷内科クリニック 東香里新町1-15 HPVのみ施工

岡崎医院 長尾谷町3-6-15

医）おがた小児科 伊加賀南町5-4 072-845-2626



枚方公園前クリニック 伊加賀北町7-52-101 072-804-5557

医)貴和会 奥田クリニック 新町1-7-7 072-843-3535

医)片村クリニック 大垣内町2-17-13枚方洛元ビル2Ｆ 072-861-3000

川口クリニック 南楠葉1-6-8プレザントハウス3Ｆ 072-866-2699

かんだクリニック 北中振3-21-2光善寺ビル2Ｆ 072-802-3339

きたはら耳鼻咽喉科 香里ヶ丘10-3732-14

医）医生会 木村内科 北中振3-18-17 072-831-2211

医)くろせ小児科 養父西町32-8 072-850-8080

医)北辰会 有澤総合病院 中宮東之町12-14 072-847-2606

庄野クリニック 長尾西町2-10-20 072-808-7767

医)よつば会 すわ診療所 渚南町26-5 072-896-6320

医)せのお内科 東船橋1-41 072-855-3377

たかだ耳鼻咽喉科・小児科クリニック 楠葉花園町11-3京阪くずはメディケアモール2Ｆ 072-850-3344

医)大潤会 大潤会クリニック 御殿山町5-2御殿山クリニックモール2Ｆ 072-847-5040 火・木・金午前のみ

竹尾クリニック 岡東町14-1 072-844-1118

医)田崎内科 村野本町7-22 072-847-5100

立岩医院 東中振1-62-15 072-833-8609

医)長尾台診療所 長尾台2-1-26 072-859-3616

くすのき診療所 南楠葉1-28-1 072-866-2001

田中内科医院 楠葉並木2-1-10 072-850-0500

ゆうき内科・スポーツ内科 岡本町7－1枚方ビオルネ4Ｆ

医)田中内科 岡東町14-21

田辺こどもクリニック 東山1-49-31 072-850-3030

医）谷口内科 南楠葉1-1-29 072-851-2221

冨沢産婦人科こどもクリニック 西禁野2-8-9 072-847-7129

医）内藤会 内藤クリニック 伊加賀西町51-25 072-804-5566

中村医院 楠葉中町44-23 072-857-7580

なんの医院 三栗1-14-12 072-856-0107

にしうえファミリークリニック 船橋本町2-34 072-855-0001

にしだ小児クリニック 津田駅前1-13-8バレーヒルズ津田駅前

のだ女性クリニック 岡東町14-48山口ビル4Ｆ 072-843-3267 HPVのみ施工

枚 方 公 済 病 院 藤阪東町1-2-1 072-858-8233

市立ひらかた病院 禁野本町2-14-1 072-847-2821 月曜日午後のみ実施

医)万緑会 ひぐち小児科 田口3-1-2コイデビル1Ｆ 072-807-5550

広瀬医院 星丘3-8-12 072-847-8480

藤井医院 藤阪北町28-3 072-855-3388

医)藤井医院 渚栄町22-1

医)ふじやまクリニック 牧野下島町15-1 072-856-7500

医)七美会 すこやか小児科 長尾西町1-20-10 072-850-2117

医)保坂小児クリニック 香里ヶ丘3-12-1 072-854-0413

ほしやクリニック 招提中町2-1-4

山之上ほりうちこどもクリニック 山之上4-5-1 072-814-8488

医)美杉会 前川診療所 養父東町63-1 072-864-0252

星ヶ丘医療センター 星丘4-8-1 072-840-2641 月曜日午後のみ実施

医)清和会 松尾医院 招提中町1-1-1 072-851-3434

香里ヶ丘有恵会病院 香里ヶ丘5-8-1 072-853-1181

三上こどもクリニック 東香里元町10-48 072-807-0415

医）昭正会 森川医院 南船橋1-2-29 072-857-6539

矢倉医院 宮之阪3-13-26

医)やしろ皮膚科 宇山町5-17

なりもとレディースホスピタル 岡東町14-28 072-861-1103

医）山本内科 香里ヶ丘12-28-1 072-853-5745

よしむらこどもクリニック 星丘2-22-45 072-849-6000

医）蘇桂会 渡辺医院 西禁野1-3-10 072-840-5788

関西医科大学附属病院 新町2-3-1


