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医　療　機　関　名 住　　所

大阪市 医療法人　石井クリニック 大阪市北区菅栄町１０－１２

石上クリニック 大阪市北区中之島３－３－２３ 中之島ダイビル２６Ｆ　２６１１号

石村内科循環器科 大阪市北区天神橋４-７-１３　イトーピア扇町ビル２階

稲葉眼科 大阪市北区梅田１－３－１ 大阪駅前第一ビル１Ｆ

梅田内科ファミリークリニック 大阪市北区梅田１－８－１６　ヒルトンプラザイースト５F

梅田阪急ビルクリニック 大阪市北区角田町８－１ 梅田阪急ビルオフィスタワー２１Ｆ

医療法人　聖誕会　うめだファティリティークリニック 大阪市北区豊崎３－１７－６

江川整形外科形成外科 大阪市北区角田町８－４７ 阪急グランドビル２２Ｆクリニックセンター

大北メディカルクリニック 大阪市北区梅田１－１２－１７ 梅田スクエアビルディング４階

医療法人　医誠会　大阪梅田医誠会透析クリニック 大阪市北区梅田１－３－１－２００ 大阪駅前第１ビル２Ｆ

おおさか内分泌診療所 大阪市北区茶屋町４－６　タケムラビル４F

医療法人　大歳内科 大阪市北区角田町８－４７　阪急グランドビル２２階

かしいクリニック 大阪市北区大淀中３－１１－３２

加納内科 大阪市北区中之島６－２－２７ 中之島センタービル１８Ｆ

医療法人　メディカル春日会　革嶋クリニック 大阪市北区梅田２－４－１３　阪神産経桜橋ビル２Ｆ

北大阪クリニック 大阪市北区天神橋7丁目6-21

木村クリニック 大阪市北区西天満４－１２－１７ サンキムラビル６階

医療法人　小山医院 大阪市北区西天満２－２－１

医療法人　小山眼科 大阪市北区豊崎３－１５－１４

医療法人　近藤クリニック 大阪市北区茶屋町１－２７

澤田内科医院 阪市北区梅田１－２－２－２００ 大阪駅前第２ビル２Ｆ

医療法人　篠原医院 大阪市北区長柄中１－３－１５

医療法人　育祥会　須澤クリニック 大阪市北区芝田１－４－１４ 芝田町ビル７Ｆ

センプククリニック 大阪市北区西天満４－６－１４

大ビル湯徳医院 大阪市北区中之島３－３－２３ 中之島ダイビル５Ｆ

田中内科 大阪市北区堂島浜２－１－３堂島クレイドルビル２Ｆ

田淵医院 大阪市北区天満１－１９－１

辻クリニック 大阪市北区曽根崎新地２－１－４（堂島アバンザ北通り西入る）

てんじん整形外科リウマチ科 大阪市北区天神橋１丁目１３－４

堂島内科・消化器内科クリニック 大阪市北区堂島２－４－２７ 新藤田ビルＢ１Ｆ

医療法人　仁泉会　中村クリニック 大阪市北区南森町２－１－２９　 三井住友銀行南森町ビル９階

中村診療所 大阪市北区中之島２－３－１８ 中之島フェスティバルタワー１８F

西梅田シティクリニック 大阪市北区堂島1丁目6-1堂島地下街5号

はせがわ診療所 大阪市北区天神橋３－２－１０ スリージェ南森町ビル５F

馬場耳鼻咽喉科麻酔科  大阪市北区天神橋６丁目３番２０号　天寿ビル４階

医療法人　林クリニック 大阪市北区芝田２－７－１８　ルーシッドスクエア梅田１Ｆ

東梅田内本泌尿器科 大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビル２F

東田クリニック 大阪市北区浪花町１２－１９

兵田クリニック 大阪市北区梅田１－１－３－１８００ 大阪駅前第３ビル１８Ｆ

医療法人　眞鳳会　福効医院 大阪市北区天神橋６－３－１６　朝日生命天六ビル３階

ふくだあやレディースクリニック 大阪市北区紅梅町１－６　カザリーノビル１階

ほしやまクリニック 大阪市北区梅田１－８－１６　ヒルトンプラザイースト５F

ほその耳鼻咽喉科 大阪市北区天神橋７丁目６番３号４Ｆ

医療法人社団　渡部眼科　ホワイティうめだ眼科クリニック 大阪市北区茶屋町梅田地下街１－４　ホワイティ梅田プチシャン内

本出診療所 大阪市北区同心１－８－３

みずのクリニック 大阪市北区本庄東２－１０－２１　メゾンドアヴェルⅣ１階

みなとクリニック 大阪市北区長柄東1-4-24-102

南森町レディースクリニック 大阪市北区天神橋２－５－２５ 若杉グランドビル本館１Ｆ

守下歯科医院 大阪市北区中之島２－２－２　大阪中之島ビルB1F

若月クリニック 大阪市北区豊崎１－６－８

医療法人　聖会　池澤クリニック 大阪市西区江戸堀１－１５－２７ アルテビル肥後橋２Ｆ

医療法人　治生会　石村クリニック 大阪市西区南堀江４－１０－１

上嶋内科・消化器科クリニック 大阪市西区北堀江１－５－４四ツ橋サンビル４階

医療法人　愛幸会　ウエストキッズクリニック 大阪市西区江戸堀２－７－３２　ネオアージュ江戸堀１F

医療法人　うえだ小児科 大阪市西区立売堀１－５－１３

うつぼ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｃｌｉｎｉｃ 大阪市西区京町堀1-3-13辰巳ビル1階

医療法人　近江眼科クリニック 大阪市西区江戸堀１－２４－１８

大谷クリニック 大阪市西区京町堀１－９－９ オオタニビル１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ

奥町内科 大阪市西区靱本町１－１１－７ 信濃橋三井ビル１Ｆ

北堀江奏でレディースクリニック 大阪市西区北堀江２－１－１１

京町堀整形外科 大阪市西区京町堀１－１６－２２ 牧野ビル

京町堀内科外科クリニック 大阪市西区京町堀2-11-18　AXIS京町堀1F

くらち皮フ科クリニック 大阪市西区九条１－１４－２５

健クリニック 大阪市西区江戸堀１－１１－４ 損保ジャパン日本興亜肥後橋ビル１Ｆ

クリスタル本町クリニック 大阪市西区西本町2丁目1番4号　宇佐美西本町ビル3階 

医療法人　佐々医院 大阪市西区九条３－２３－６

医療法人　佐々木内科クリニック 大阪市西区九条南２－２－２１ ＮＴＴ西ビル１Ｆ

さゆり女性クリニック 大阪市西区新町4-6-23阪急OASIS新町店２階 

じっしょう内科 大阪市西区本田２－１－２

耳鼻咽喉科　みやざきクリニック 大阪市西区北堀江２－１５－７　かがせビル１F

島野医院 大阪市西区南堀江４－４－２０－１０１　１Ｆ

桃源会クリニック 大阪市西区立売堀1-7-18国際通信社ビル1F

医療法人　敬詢会　永田医院 大阪市西区京町堀２－１０－２１

西長堀医院 大阪市西区南堀江４－１６－４

西長堀やましたクリニック 大阪市西区新町4-4-2-101

花谷心療内科クリニック 大阪市西区江戸堀１－１３－２　日本ライトハウスビル１１Ｆ

福中クリニック 大阪市西区靱本町３－３－３　サウザンド岡崎橋ビル２Ｆ

医療法人　優暉会　福西歯科口腔外科 大阪市西区江之子島１－１－９－１１５

医療法人　フジイ内科クリニック 大阪市西区九条１－１３－１１

藤田外科胃腸科 大阪市西区九条１－１４－２４

藤本クリニック 大阪市西区立売堀３－２－１立売堀第２ＭＳビル２Ｆ

ふじわら整形外科 大阪市西区新町２丁目１５－２２　花咲新町１F

医療法人やまびこ会　堀江やまびこ診療所 大阪市西区南堀江３－９－１１　堀江家具新館ビル１F・２F
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医　療　機　関　名 住　　所地区

ほりかわ泌尿器科 大阪市西区九条南２－３４－７　エル・セレーノ九条１Ｆ

本町ファミリークリニック 大阪市西区阿波座1-12-15

松浦内科クリニック 大阪市西区西本町３－１－１　岡崎橋セントラルビル４F

めぐみ耳鼻咽喉科・アレルギー科 大阪市西区新町４－６－２３　阪急OASIS新町店２階 新町クリニックモール

やだクリニック 大阪市西区新町４－６－２３阪急オアシス新町店２階

四ツ橋診療所 大阪市西区新町１－２２－９

四ツ橋腎泌尿器科こじまクリニック 大阪市西区北堀江１－５－１４ 四ツ橋YMビル２階

わたなべ耳鼻咽喉科 大阪市西区新町１－３３－１　OneShinmachiビル1F

大阪市 医療法人　たなばた会　あおぞらデンタルクリニック 大阪市福島区野田３－１２－２２　三和ビル２F

医療法人　臨研会　今川クリニック 大阪市福島区福島６－４－１０ ウエストビル２Ｆ

いまい皮フ科小児皮フ科アレルギー科 大阪市福島区海老江5-1-1さくら野田ビル２階

いまだ整形外科クリニック 大阪市福島区海老江１丁目２－１７ 阪神野田駅前ノースサイドビル

上田内科・循環器内科医院 大阪市福島区鷺洲２－１２－１８

江頭医院 大阪市福島区玉川３丁目６－１４　グランドヴィラ玉川１F

医療法人　英仁会　大阪ブレストクリニック 大阪市福島区大開１丁目１３－８

梶本クリニック 大阪市福島区福島７－６－１３ 上福島ビル

医療法人　愛幸会　くまだ内科小児科クリニック 大阪市福島区玉川４－６－１１

こうみ歯科クリニック 大阪市福島区海老江１－４－３　セキュアⅠ　１階

こうみ歯科クリニックEAST 大阪市福島区海老江１－４－２マレテーラ１階

サギス中クリニック 大阪市福島区鷺洲２－５－１３

腎・泌尿器科はやしクリニック 大阪市福島区福島５－１８－２５　阪神ＮＫ共同ﾋﾞﾙ３階

水都メディカルクリニック 大阪市福島区福島１－１－５１堂島クロスウォーク４Ｆ

田中耳鼻咽喉科 大阪市福島区吉野３－２１－２６ メゾン西梅田１Ｆ

田仲循環器内科医院 大阪市福島区鷺洲３－７－２７ 東海ビル２Ｆ

医療法人　弘正会　ちもりメディカルクリニック 大阪市福島区野田３－１２－１４ ソフィアコート野田１Ｆ

糖尿病・代謝内科　宮田クリニック 大阪市福島区福島５－１７－２１池田ビル５Ｆ

内科・渡辺医院 大阪市福島区福島４－５－５８

なかえびえ整形外科 大阪市福島区海老江５－６－１１

医療法人　優幸会　中村クリニック 大阪市福島区福島７－６－２３ 日の出ビル３０３号

ちかこどもくりにっく 大阪市福島区福島５丁目１８番２５号３F

野田そがわ眼科 大阪市福島区海老江1-1-23イオンスタイル野田阪神3階

阪神野田駅前ファミリークリニック 大阪市福島区鷺洲１－１１－１４阪神ハイグレードマンション１２番館１０１号室

ひかり眼科 大阪市福島区吉野５丁目１１－２２　２F

藤田クリニック 大阪市福島区福島７－６－４　宮川ビル３Ｆ

医療法人　美和会　平成野田クリニック 大阪市福島区吉野１－２２－１８

松本クリニック 大阪市福島区鷺洲５－９－８

医療法人　清医会　三上クリニック第一分院 大阪市福島区吉野４－１４－１

もりかわ内科クリニック 大阪市福島区玉川４－１４－１１

やまなかクリニック 大阪市福島区海老江２－１－４ アーバネックス野田阪神駅前１F

医療法人　よこいクリニック 大阪市福島区玉川４－１０－４ らふぃーねＳＵＮi１Ｆ

アクアメディカルクリニック 大阪市中央区南本町３－１－１６　ＡＱＵＡ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＡＭＰＵＳ４Ｆ

あずきざわ皮ふ科 大阪市中央区北浜１－１－３０　リバービュー北浜３階

有本乳腺外科クリニック本町 大阪市中央区瓦町３丁目２－１５　瓦町ウサミビル３階

今泉医院 大阪市中央区道修町２－６－６　塩野・日生ビル７Ｆ

岩佐クリニック 大阪市中央区日本橋１-３-１　三共日本橋ビル３Ｆ

うえすぎクリニック 大阪市中央区伏見町４－４－９

大阪リウマチ・膠原病クリニック 大阪市中央区南船場４－４－１０ 辰野心斎橋ビル５階

医療法人　みんと会　きむ医療連携クリニック 大阪市中央区松屋町９－１　セントラルフォーラム松屋町５階

健浩会　中西クリニック 大阪市中央区常盤町２－２－５ 大阪ＨＵビル７階

医療法人　下肢静脈瘤研究会　坂田血管外科クリニック 大阪市中央区高麗橋１－７－３ 　ザ北浜プラザ３Ｆ

医療法人　坂本整形外科 大阪市中央区安土町２－３－１３ 大阪国際ビル１６Ｆ

医療法人　大生會　さくま診療所 大阪市中央区東心斎橋１－１４－１４　ＴＫビル２Ｆ

しみずクリニック 大阪市中央区千日前１丁目虹のまち５－３　なんばウォーク３番街南通り

船場医院　大山 大阪市中央区久太郎町４－２－７

大織診療所 大阪市中央区瓦町２－６－９ 大織健保会館２F・３F

トミタクリニック 大阪市中央区淡路町４－７－２

医療法人　内藤外科整形外科医院 大阪市中央区道修町２－６－６ 塩野日生ビル　

なかじまちあき内科クリニック 大阪市中央区内平野町１－１－８ エレハントビル７Ｆ

医療法人　中田クリニック 大阪市中央区北浜１－１－２１第２中井ビル８Ｆ

医療法人　佳樹会　のりおかクリニック 大阪市中央区徳井町１－２－２

曲直部クリニック 大阪市中央区伏見町２－５－７ 岡田伏見町ビル２Ｆ

宮崎内科クリニック 大阪市中央区島町２－１－１５ ＩＴビル２Ｆ

宮本内科 大阪市中央区北浜３－１－８

医療法人　快裕会　山口あきこクリニック 大阪市中央区北浜３－１－２１　松崎ビル２Ｆ

よどやばしメディカルクリニック 大阪市中央区北浜３丁目５－２０ 松栄ビル４F

医療法人　ラ・クォール会　ラ・クォール本町クリニック 大阪市中央区本町３－５－２　辰野本町ビル２階

医療法人　愛信会　石村整形外科 大阪市大正区小林西２－２－５

医療法人　邦明会　樫原クリニック 大阪市大正区三軒家西２－１８－５

医療法人　北村診療所 大阪市大正区泉尾３－３－２２

医療法人　考優会　五味クリニック 大阪市大正区三軒家東１－１９－３

結新会ホームケア鈴木クリニック 大阪市大正区三軒家東1-19-14太陽生命大阪西ビル1F

しのだ整形外科 大阪市大正区千島２－４－４ 　パルティちしまC７

医療法人　しまもとクリニック 大阪市大正区千島３－１１－４

大正くすのきクリニック 大阪市大正区泉尾１－３０－５

大正すずらんクリニック 大阪市大正区三軒家東４－５－１２

ひらいけ内科 大阪市大正区平尾３－１４－６

吉祥会　藤吉医院 大阪市大正区泉尾４－１７－１２東洋プラザ泉尾１Ｆ

ほんしょう内科クリニック 大阪市大正区北村１－１７－７

山北整形外科 大阪市大正区平尾４－２３－１４

山北内科クリニック 大阪市大正区平尾４-２３-１３

朝日橋胃腸科内科診療所 大阪市此花区西九条４－２－２６

おおにし泌尿器科クリニック 大阪市此花区四貫島１－５－１１ セントビル２Ｆ

栗栖クリニック 大阪市此花区高見２－４－１８

こじまクリニック 大阪市此花区梅香１－２１－１２

西区

福島区

中央区

此花区

大正区



医　療　機　関　名 住　　所地区

酉島診療所 大阪市此花区酉島４－２－３

はやしだ診療所 大阪市此花区春日出中２－１７－８

板東医院 大阪市此花区春日出中２－１８－２２

医療法人　村川医院 大阪市此花区伝法２－４－２９

やすだ医院 大阪市此花区西九条３－８－１１

やまさきクリニック 大阪市此花区四貫島１－９－１０　セントラルプラザ２F

よねだ内科・皮フ科 大阪市此花区西九条４－３－３４セントメディックビル３F

大阪市 医療法人　璃香会　あーべいんクリニック 大阪市浪速区湊町２－１－３４　アーベインなんば１Ｆ

入野医院 大阪市浪速区元町２－３－１９ ＴＣＡビル４Ｆ

かねだクリニック 大阪市浪速区湊町２－２－４０　ロイヤルパークスなんば１Ｆ

医療法人　徹仁会　木田内科消化器科クリニック 大阪市浪速区難波中２－１０－７０　 パークスタワー８Ｆ

木村整形外科 大阪市浪速区大国1-3-20

寿楽会ハーバータウンクリニック 大阪市浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル３Ｆ

医療法人　孝尽会　透析クリニック大正橋 大阪市浪速区幸町３－８－１８ 大正橋幸ﾋﾞﾙ6F

なかたこどもクリニック 大阪市浪速区元町１－１３－９　難波ビル大師堂１－１０１号

医療法人　正光会　橋村医院 大阪市浪速区大国２－６－１１

磯貝内科 大阪市淀川区宮原２－２－３

今井クリニック 大阪市淀川区西中島７－１－８ 　ウインビル２Ｆ

貴生病院 大阪市淀川区西三国１－１８－４

医療法人　きぬがわ内科循環器内科 大阪市淀川区新北野３－１２－７

医療法人　斎藤整形外科医院 大阪市淀川区塚本１－１９－２６ プレジデントきたやま２Ｆ

医療法人　さくら会　十三泌尿器科 大阪市淀川区十三東２－７－１７　十三駅前クリニックビル４F

医療法人良樹会 Ｔ内科クリニックよどがわ院 大阪市淀川区塚本4-1-7

のぞみハートクリニック 大阪市淀川区宮原３－５－３６　新大阪トラストタワー１F

医療法人　修真会　福井整形外科 大阪市淀川区東三国４－１－８

医療法人　誠昌会　えさきクリニック 大阪市港区夕凪２－１６－９　ポートビル１F

太田整形外科クリニック 大阪市港区弁天１－３－３ クロスシテイ弁天町２Ｆ

かもめクリニック 大阪市港区夕凪２－１６－９　ABMポートビル４階ｰB

医療法人　西診療所 大阪市港区弁天1-2-2-600

医療法人　前田診療所 大阪市港区波除２－６－２

医療法人　南労会　松浦診療所 大阪市港区弁天２－１－３０

医療法人　やながクリニック 大阪市港区三先２－１３－２９　弥永ビル１F

医療法人　慈洋会　赤垣クリニック 大阪市天王寺区大道１－４－９ 大信ビル２Ｆ

医療法人　徳靖会　小尾クリニック 大阪市天王寺区大道３－８－３１ 新天王寺田中ビル

医療法人岡田会　岡田クリニック 大阪市天王寺区堀越町16-10 大信ビル8階

小出内科神経科 大阪市天王寺区生玉寺町３－５

医療法人　裕生会　裕生会クリニック 大阪市天王寺区悲田院町１０－３９ 天王寺ミオＰＫビル２Ｆ

よねもと内科クリニック 大阪市天王寺区石ケ辻町１８－２１　上六ときビル３Ｆ

医療法人　河東クリニック 大阪市東淀川区小松４－１０－１２

ゆうメディカルクリニック 大阪市東淀川区豊新１－２１－２９

横井整形外科 大阪市東淀川区瑞光５－５－５　 アゼリアⅡ１Ｆ

医療法人　横田クリニック 大阪市東淀川区井高野１－１－２９

岡本甲状腺クリニック 大阪市旭区高殿４－２２－２６

新森透析クリニック 大阪市旭区新森2-24-1

医療法人　ふじた泌尿器科 大阪市旭区新森２－４－１０

医療法人　清水会　森小路清水会クリニック 大阪市旭区新森３－３－２４

昭和町小尾クリニック 大阪市阿倍野区阪南町１－２８－４

医療法人　南労会　桃ヶ池クリニック 大阪市阿倍野区桃ケ池町２－１３－１５

やはた内科クリニック 大阪市阿倍野区昭和町１－３－２９　１F

佐々木クリニック 大阪市鶴見区鶴見４－６－２７

しばさきクリニック 大阪市鶴見区諸口１－６－１９

なかたクリニック 大阪市鶴見区諸口４－１－２

医療法人　大平会　大森クリニック 大阪市東成区東小橋１－１０－６

姜内科クリニック 大阪市東成区大今里西１－３０－１８　１Ｆ

土谷内科医院 大阪市東成区深江南１－１６－２６

おたきクリニック 大阪市都島区都島北通１－１３－１３

つつみ整形外科・皮膚科クリニック 大阪市都島区善源寺町２－２－２２　善源寺メディカルモール２Ｆ

氷室クリニック 大阪市都島区都島本通１－４－２２

（医）誠佑会　おおにし整形外科医院 大阪市城東区中央１－２－２３ 京橋ハイツビルディング１Ｆ

かねみつクリニック 大阪市城東区今福東3-5-6　メディカルモール今福2階

ツツミレディースクリニック今福鶴見 大阪市城東区今福東1-14-11-4F

医療法人　よつば会　クローバークリニック 大阪市城東区鴫野西４－１－３３Ｗｅｌｆａｒｅ大阪京橋１階

生野区 桃クリニック 大阪市生野区勝山北１－１８－１４

住之江区 医療法人　くぼりクリニック 大阪市住之江区住之江１－４－２７ ハイツ冨士１Ｆ

西淀川区 谷本内科クリニック 大阪市西淀川区大和田４－１１－５

住吉区 上野会クリニック 大阪市住吉区長居東4-21-26

梶本クリニック　新金岡分院 堺市北区長曾根町１４６７－１　メディカルエイトワンビル３F・４Ｆ

梶本クリニック分院 堺市北区中百舌鳥町４－６１５－１　中百舌鳥メディカル＆ライフ２F・３F

はるお内科クリニック 堺市西区上野芝町３－３－２４　上野芝メディカルシティ３０２

やまもと消化器内視鏡・外科クリニック 堺市北区中百舌鳥町２丁目２

惠和会総合クリニック 大東市末広町７－７ 東邦ビル

松下診療所 大東市灰塚４－７－４１

医療法人　水野医院 大東市新町８－９

森田内科クリニック 大東市赤井１－１－１６

亀岡クリニック 吹田市江坂町１－２３－１７　喜巳ビル５Ｆ

久保内科クリニック 吹田市江坂町１－２１－１６Ｗ．Ｏ．Ｂ．ＥＳＡＫＡ２Ｆ

健都透析クリニック 吹田市岸辺南1-17-26岸辺駅前クリニックビル3F

清水クリニック 吹田市元町５－１４

医療法人　あい内科クリニック 東大阪市花園東町２－６－３５

西岡ファミリークリニック 東大阪市松原１－１６－３４

医療法人　未来会　みらいクリニック 東大阪市鴻池本町２－２８

小野山診療所 守口市本町２－５－３２

医療法人　さかいクリニック 守口市大日東町１－１８　イオンモール大日３Ｆ

坂口内科 守口市本町１－６－１３　守口駅前ビル１Ｆ

吹田市

港区

天王寺区

東淀川区

旭区

阿倍野区

鶴見区

東成区

都島区

大東市

城東区

堺市

淀川区

此花区

浪速区

東大阪市

守口市



医　療　機　関　名 住　　所地区

ともやま内科循環器クリニック 豊中市本町1-8-5　アクロスキューブ豊中2F

松田内科 豊中市本町1-1-1豊中阪急ビル5F

はしづめ内科 茨木市天王２－６－７　エルデイ南茨木２Ｆ

医療法人　野村医院 交野市倉治３－５０－１

医療法人　門真クリニックあいわ診療所 門真市新橋町２－１２

温優会　松井クリニック 摂津市三島３－７－４

みつばちクリニック 寝屋川市北大利町１２－１８　ウィドールSONO３階

数尾診療所 藤井寺市小山２－１－１

あさい脳神経内科・在宅クリニック 八尾市若林町1-76-3 B1F ステーションプラザ八尾南 

いまい内科クリニック 宝塚市中州２－１－２８

大門医院 宝塚市川面３－２３－１２

しぎょう循環器内科・内科・皮膚科・アレルギー科 尼崎市大庄中通1丁目70番

よしおかクリニック 宝塚市宝梅２－６－２６

医療法人社団　新藤クリニック 尼崎市南武庫之荘１－２７－１

医療法人社団　リハケア会　西川整形外科リハビリクリニック 尼崎市武庫之荘本町１－１－４

医療法人社団　瑛信会　はまだクリニック 尼崎市東園田町９－４－３０

大森内科クリニック 西宮市甲陽園東山町２－２６

有田クリニック 芦屋市宮塚町１６－６

宇山内科クリニック 生駒市東生駒２－２０７－１２０

渋谷しろくまクリニック 東京都渋谷区渋谷3-18-7窪島ビル5F

住友ビルディング診療所 大阪市中央区北浜４－５－３３

住友生命　本社診療所 大阪市中央区城見１－４－３５

（有）阪神労働衛生コンサルタント 尼崎市塚口町１丁目３０－２

伊藤忠大阪診療所 大阪市北区梅田３－１－３ ノースゲートビルディング２２階

東京都

八尾市

豊中市

※一般診療は行われていません

茨木市

交野市

門真市

摂津市

寝屋川市

藤井寺市

兵庫県

奈良県

企業関係の診療所


