
令和４年度　特定保健指導契約機関一覧　大阪府全域（一部抜粋）

実施機関名 所　在　地 電話番号

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２階 06-6455-2000

伯鳳会　大阪中央病院 大阪市北区梅田３－３－３０ 06-4795-5500

一般財団法人関西労働保健協会
アクティ健診センター

大阪市北区梅田３－１－１　サウスゲートビル１７階 06-6345-2210

聖授会　フェスティバルタワークリニック
大阪市北区中之島２－３－１８
中之島フェスティバルタワー１５階

06-6226-1325

桜十字グランフロント大阪クリニック
大阪市北区大深町３－１
グランフロント大阪ナレッジキャピタル６階

06-6377-8330

大阪府済生会　中津病院 大阪市北区芝田２－１０－３９ 06-6372-0750

恵生会　アプローズタワークリニック 大阪市北区茶屋町１９－１９ 06-6377-5620

大道会　帝国ホテルクリニツク 大阪市北区天満橋１－８－５０　帝国ホテル大阪３階 06-6881-4000

日本予防医学協会附属診療所
ウェルビーイング南森町

大阪市北区西天満５－２－１８　三共ビル東館 06-6362-9063

協和会　加納総合病院 大阪市北区天神橋７－５－１５ 06-6351-5381

修真会　福井整形外科 大阪市淀川区東三国４－１－８ 06-6391-7800

弘正会　ふくだ内科クリニック 大阪市淀川区宮原１－６－１　新大阪ブリックビル２階 06-6398-0203

おばやしクリニック
大阪市淀川区三国本町３－３７－３５－３０５
ヴェール阪急三国３Ｆ

06-6399-2201

ＫＫＣウエルネス新大阪　健診クリニック 大阪市淀川区西中島６－１－１　新大阪プライムタワー７階 050-3541-2262

健人会　那須クリニック
大阪市淀川区西中島４－４－２１
サンノビル２Ｆ．３Ｆ．４Ｆ

06-6308-3909

敬節会　西中島クリニック 大阪市淀川区西中島３－２－１１ 06-6301-5706

医療法人健昌会第二診療所 大阪市淀川区十三本町１－１－９ 06-6303-0850

秀壮会　第２秀壮会クリニック 大阪市淀川区十三本町１－１２－１５ 06-6309-1118

曉会　田辺整形外科 大阪市淀川区塚本２－２４－８　タバタビル２Ｆ 06-6307-5151

秀壮会クリニック 大阪市淀川区塚本２－１９－１２ 06-6302-1138

植原医院 大阪市東淀川区上新庄２－９－１１ 06-6328-1807

医誠会　医誠会病院 大阪市東淀川区菅原６－２－２５ 06-6326-1121

あけぼの会　あけぼのＧＭクリニック 大阪市東淀川区西淡路２－１５－５ 06-6321-0170

松岡医院 大阪市東淀川区淡路５－１－１９　松岡医療ビル１階 06-6323-0601

仁松会　西脇診療所 大阪市都島区毛馬町３－２－２ 06-6921-2255

なにわ保健生協　コープ淀川クリニック 大阪市都島区毛馬町４－４－６ 06-6927-1135

京昭会　ツヂ病院 大阪市都島区都島北通１－２２－６ 06-6922-1236

泉野医院 大阪市都島区都島本通４－２０－３５ 06-6921-0187

コープ都島クリニック 大阪市都島区都島本通３－１７－１０ 06-6923-3719

桜希会　東朋病院 大阪市都島区都島南通２－８－９ 06-6923-6226

さいじょうクリニック 大阪市都島区都島南通２－１４－２５ 06-6927-2727

林クリニック 大阪市城東区今福西１－１２－３ 06-6934-0108

社会医療法人有隣会　東大阪病院 大阪市城東区中央１－７－２２ 06-6939-1121

いわた脳神経外科クリニック
大阪市城東区成育２－１３－２７
クリニックステーション野江１－B

06-6935-2335

三和会　福田医院 大阪市城東区鴫野東２－１２－２ 06-6961-3279

医誠会　城東中央病院 大阪市城東区鴫野西５－１３－４７ 06-6962-0015

福肇会　正木脳神経外科クリニック 大阪市城東区蒲生２－９－７ 06-6930-1003

おのい深江橋診療所 大阪市城東区永田４－１１－１４ 06-6967-2020

大阪がん循環器病予防センター 大阪市城東区森之宮１－６－１０７ 06-6969-6712

神愛会　宮本クリニック 大阪市東成区神路３－１０－４ 06-6975-0115

★ 令和４年４月１日時点で動機づけ支援・積極的支援の両方を行っている機関を抜粋しています★

【　　注　　意　　】
健診機関によって、当該機関で人間ドック又は特定健診等を受診していない場合、申込みができない

場合があります。そのため、人間ドック等を受診した機関で特定保健指導を申込みされるとスムーズです。
（受診した機関が特定保健指導を実施している場合に限ります。）

　公立学校共済組合近畿中央病院でも実施中！交通費の一部支給の特典があります！詳しくは ６ ページ下部へ！

1 / 6 ページ



令和４年度　特定保健指導契約機関一覧　大阪府全域（一部抜粋）

実施機関名 所　在　地 電話番号

秋岡診療所 大阪市東成区東今里１－７－１８ 06-6981-2255

朋愛会　朋愛病院 大阪市東成区大今里１－２５－１１ 06-6973-1122

よつ葉クリニック 大阪市東成区大今里３－１４－２３ 06-6976-0048

中田クリニック 大阪市東成区大今里西１－６－３３ 06-6974-6545

健生会　福田診療所 大阪市東成区東中本１－４－１７ 06-6974-2220

ハナオカ消化器・内視鏡内科 大阪市東成区東小橋１－９－１９　ＪＲ玉造駅ＮＫビル２Ｆ 06-4306-5422

明青会　たまつくりクリニック 大阪市東成区中道３－１６－１５　ソレアード玉造１階 06-6972-0316

いしだ会　いしだ整形外科クリニック 大阪市鶴見区諸口４－７－７ 06-6911-6900

コープ　おおさか病院 大阪市鶴見区鶴見３－６－２２ 06-6914-1100

今村クリニック　ＯＢＰ今村クリニック 大阪市中央区城見２－２－２２　マルイトＯＢＰビル１Ｆ 06-4791-9900

大阪市環境保健協会附設診療所 大阪市中央区大手前２－１－７ 06-4792-7080

関西医科大学　天満橋総合クリニック 大阪市中央区大手前１－７－３１　ＯＭＭビル３階 06-6943-2260

医療法人橘甲会　橘甲会クリニック 大阪市中央区内久宝寺町３－４－１ 06-6943-1306

英和会　センタークリニック 大阪市中央区徳井町１－２－１１　英和ビル１階２階３階 06-6945-0789

朋愛会　淀屋橋健診プラザ
大阪市中央区伏見町４－１－１
明治安田生命大阪御堂筋ビル４階

06-6232-7770

一般財団法人
大阪府結核予防会相談診療所

大阪市中央区道修町４－６－５ 06-6202-6666

オリエンタル大阪支部
メディカルクリニック

大阪市中央区久太郎町１－９－２６ 06-6266-6440

松本内科クリニック 大阪市中央区谷町６－３－２ 06-6768-6611

社会医療法人寿楽会
m.oクリニック

大阪市中央区難波２－２－３　御堂筋グランドビル１１Ｆ 06-6210-3121

翔永会　飯島クリニック
大阪市中央区南船場３－５－１１
心斎橋フロントビル７・８・９階

06-6243-5401

新長堀診療所 大阪市中央区島之内１－１１－１８ 06-6251-0501

安田クリニック 大阪市中央区心斎橋筋１－４－７　安田ビル３Ｆ 06-6241-5151

貴島会　貴島会クリニック 大阪市中央区西心斎橋１－１０－２８　心斎橋Ｍビル２Ｆ 06-6226-8845

中石医院 大阪市天王寺区上本町６－２－２６　大和上六ビル２階 06-6191-7117

めぐみ内科ハートクリニック 大阪市天王寺区上本町６－４－１２ 06-6779-0522

医療法人瑞穂会　ともの木クリニック 大阪市天王寺区清水谷町７－９ 06-6768-8566

医療法人聖授会クリニック 大阪市天王寺区東高津町７－１１　教育会館５階 06-6761-2200

医療法人松徳会
桃山クリニック

大阪市天王寺区筆ヶ崎町２－２２
ＶＩＴＡＭＯＭＯＹＡＭＡ２階

06-6773-8306

上本町わたなべクリニック 大阪市天王寺区上之宮町１－１５ 06-6772-0075

はらのむらクリニック 大阪市天王寺区真法院町２１－３ 06-6776-0203

きむ循環器内科医院 大阪市天王寺区勝山３－６－８　ＳＬビル３Ｆ 06-4305-6971

岸田内科 大阪市生野区小路東１－３－２６ 06-6751-3500

育和会　育和会記念病院 大阪市生野区巽北３－２０－２９ 06-6758-8000

山室会　山室会眼科 大阪市生野区中川２－６－２０ 06-6751-5066

同友会　共和病院 大阪市生野区勝山南４－１６－１０ 06-6718-2221

アエバ会　アエバ外科病院 大阪市生野区勝山南４－６－５ 06-6715-0771

久正会　畠中クリニック 大阪市生野区林寺３－１４－３２ 06-6715-3355

康仁会　鶴橋中央診療所 大阪市生野区鶴橋２－１６－７ 06-6731-2579

正木クリニック 大阪市生野区桃谷２－１８－９ 06-6741-5546

杉本医院 大阪市生野区桃谷２－２１－１８ 06-6716-4910

医療法人一功会やまなか脳神経外科・内科・
リハビリクリニック

大阪市阿倍野区天王寺町北３－１１－４　A・Tビル２階 06-6710-1515

ふじわら眼科クリニック
大阪市阿倍野区西田辺町１－１７－１
帝塚山クレバービル２階

06-6692-8957

岡医院 大阪市阿倍野区阪南町３－４１－５ 06-6622-4821

まえさこ医院 大阪市阿倍野区阪南町１－５１－７ 06-6622-3272

仁生会　加藤クリニック 大阪市阿倍野区帝塚山１－２３－１４ 06-6654-1181

すずかけの木クリニック 大阪市阿倍野区松崎町２－３－３７－１０４ 06-6626-2110

宮﨑医院 大阪市東住吉区針中野３－１０－２０ 06-4302-3588

落合クリニック 大阪市東住吉区湯里４－９－１１ 06-6760-5711
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令和４年度　特定保健指導契約機関一覧　大阪府全域（一部抜粋）

実施機関名 所　在　地 電話番号

浅川クリニック 大阪市東住吉区湯里１－１－１１ 06-6705-8168

西村会西村診療所 大阪市東住吉区山坂２－４－４ 06-6621-2363

池渕クリニック 大阪市平野区長吉出戸２－４－１６ 06-6709-0084

吉田整形外科クリニック 大阪市平野区長吉長原東３－２－５　クレストサンシェル１階 06-6799-3800

寺西報恩会　長吉総合病院 大阪市平野区長吉長原１－２－３４ 06-6709-0301

坪田医院 大阪市平野区流町３－２－４ 06-6709-2666

日本生命病院
ニッセイ予防医学センター

大阪市西区江之子島２－１－５４ 06-6443-3437

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 06-6541-6222

厚生会　大阪西クリニック 大阪市西区南堀江３－１５－２６ 06-6539-0800

治生会　石村クリニック 大阪市西区南堀江４－１０－１ 06-6533-3080

いとう消化器クリニック 大阪市西区南堀江１－２４－１ 06-6535-1633

仁生会　内藤病院 大阪市西区九条１－１５－２３ 06-6581-0085

佐々医院 大阪市西区九条３－２３－６ 06-6581-2070

医療法人　しまもとクリニック 大阪市大正区千島３－１１－４ 06-6555-8655

みなと生協診療所 大阪市港区磯路３－３－４ 06-6571-5594

きっこう会　多根クリニック 大阪市港区弁天１－２　２－６００ 06-6577-1881

船員保険　大阪健康管理センター 大阪市港区築港１－８－２２ 06-6576-1011

上福島診療所 大阪市福島区福島７－４－２７ 06-6451-3001

燦恵会　首藤病院 大阪市福島区野田５－１８－１６ 06-6461-1537

桜峰会　本場診療所 大阪市福島区野田１－１－８６　中央市場管理棟４階 06-6469-7535

大阪暁明館　大阪暁明館病院 大阪市此花区西九条５－４－８ 06-6462-0261

医療法人　田井内科クリニック 大阪市西淀川区佃３－１９－１１　ルネッサンスクレージュ１Ｆ 06-6195-1636

大阪労働衛生センター第一病院 大阪市西淀川区御幣島６－２－２ 06-6474-1201

歌島上田クリニック 大阪市西淀川区御幣島１－４－９ 06-6471-1000

波津診療所 大阪市西淀川区姫島１－１８－１２ 06-6475-5067

佐伯会　恵美須東クリニック 大阪市浪速区恵美須東１－７－１３ 06-6630-5665

聖授会　ＯＣＡＴクリニック 大阪市浪速区湊町１－４－１　ＯＣＡＴビル地下３・４階 06-6641-3811

西成民主診療所 大阪市西成区松２－１－７ 06-6659-1010

山中医院 大阪市西成区玉出東１－１０－２５ 06-6661-5047

山紀会　山本第三病院 大阪市西成区南津守４－５－２０ 06-6658-6611

高岡クリニック 大阪市住吉区大領４－２－１０　エトワールホダカ１階 06-6608-2400

上野会　上野会クリニック 大阪市住吉区長居東４－２１－２６ 06-6609-1650

慈心会　あびこ病院 大阪市住吉区我孫子３－３－２０ 06-6691-1155

鹿野苑会　河野クリニック 大阪市住吉区杉本２－２０－１０ 06-6691-2973

河南医院 大阪市住吉区遠里小野１－１２－９ 06-6691-1322

さらたにクリニック 大阪市住吉区東粉浜２－２０－２ 06-6673-3000

祥風会　万代池みどりクリニック 大阪市住吉区万代３－６－２３ 06-7502-3916

松崎医院 大阪市住之江区粉浜３－３－２３ 06-6678-0330

蘭畦会　わだ内科整形外科 大阪市住之江区粉浜２－３－１７ 06-6675-4008

みなみクリニック 大阪市住之江区浜口東２-８-１１　シエーヌパレ１F 06-4701-8500

なかのクリニック 大阪市住之江区安立４－４－７ 06-6678-5550

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　１階 06-4701-5001

三宝会　南港病院 大阪市住之江区北加賀屋２－１１－１５ 06-6685-8801

糸氏医院 大阪市住之江区西加賀屋１－１－６ 06-6681-2772

さくま診療所 大阪市住之江区緑木１－１－３５　植田マンション１階 06-6115-3935

仁科医院 豊中市上野東１－３－２４ 06-6852-5519

ヘンミ胃腸内視鏡・内科クリニック 豊中市栗ケ丘町９－４０ 06-6855-8600

坂口クリニック 豊中市末広町３－１６－３ 06-6846-1406

ほくせつ医療生活協同組合　豊中診療所 豊中市玉井町１－１０－６ 06-6841-3531

一翠会　一翠会千里中央健診センター 豊中市新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル３階 06-6872-5516

関西労働保健協会
千里ＬＣ健診センター

豊中市新千里東町１－４－２
千里ライフサイエンスセンタービル４階

06-6873-2210
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令和４年度　特定保健指導契約機関一覧　大阪府全域（一部抜粋）

実施機関名 所　在　地 電話番号

関西労働保健協会
千里ＬＣ第二健診センター

豊中市新千里東町１－４－２
千里ライフサイエンスセンタービル１２階

06-6873-2211

ワタナベクリニック 豊中市上新田３－４－１７－１０１ 06-6835-7550

小野クリニック 豊中市曽根南町２－４－５－１０１ 06-6868-0955

善正会　上田病院 豊中市庄内幸町４－２８－１２ 06-6334-0831

鈴木医院 豊中市服部豊町１－２－３ 06-6862-1331

はしもと内科クリニック
豊中市長興寺北３－３－３
アルテハイム緑地公園１０２

06-6136-6505

江本クリニック江本（慶子）内科 豊中市南桜塚２－７－１０ 06-6854-5680

箕面市立医療保健センター 箕面市萱野５－８－１ 072-727-9555

砂田医院 箕面市小野原東５－４－１２ 072-728-9660

ＣＯＭ内科クリニック 箕面市船場東２－５－４７　ＣＯＭ３号館４階 072-730-5600

箕伯会　やすむらクリニック 箕面市桜井２－１１－５ 072-722-0061

中西医院 箕面市半町４－１－２７ 072-722-2198

大阪府済生会　吹田病院 吹田市川園町１－２ 06-6382-1521

吹田医療福祉センター健都健康管理センター 吹田市岸部新町５－４５　ＶＩＥＲＲＡ岸辺健都２階 06-6192-7275

淀川勤労者厚生協会附属　相川診療所 吹田市南高浜町３２－１９ 06-6382-6770

愛仁会　井上病院附属診療所 吹田市江の木町１４－１１ 06-6386-9370

国立循環器病研究センター 吹田市岸部新町６－１ 06-6170-1070

千里丘協立診療所 摂津市千里丘東２－１２－１０ 072-622-8638

松本医院 摂津市正雀１－７－７ 06-6381-5915

はせクリニック 摂津市香露園８－１ 072-657-7700

船戸医院 茨木市下穂積２－９－１７ 072-627-3139

領愛会　大嶋クリニック 茨木市双葉町８－１９ 072-633-0119

愛心会　いまい内科ハートクリニック 茨木市双葉町９－２０　コスモアネックス２階 072-637-2468

北野外科内科 茨木市星見町１８－３ 072-635-0131

恵仁会　田中病院 茨木市東奈良３－１６－３１ 072-635-5831

高島整形外科 茨木市沢良宜西１－１３－２２ 072-630-2600

いしが城谷クリニック 茨木市大手町１２－３ 072-622-3003

和倉会　サンタマリア病院 茨木市新庄町１３－１５ 072-627-3459

大河内医院 茨木市駅前３－１－３　東伸ビル２階 072-625-1222

敬天会　星のクリニツク 高槻市松川町２５－５ 072-662-8121

東和会　第一東和会病院 高槻市宮野町２－１７ 072-671-1008

祥佑会　藤田胃腸科病院 高槻市松原町１７－３６ 072-671-5916

澤木内科・糖尿病クリニック 高槻市紺屋町１－１－５０１　グリーンプラザたかつき１号館５階 072-669-8111

庸愛会　富田町病院 高槻市富田町６－１０－１ 072-696-7754

松本ほがらかクリニック 高槻市日吉台７－１７－１２ 072-687-6525

近藤診療所 高槻市南平台２－１４－２ 072-694-4060

上島内科医院 高槻市上土室５－２０－１０ 072-693-5335

祐生会　みどりケ丘病院 高槻市真上町３－１３－１ 072-681-5717

愛仁会　総合健康センター 高槻市幸町４－３ 072-692-9291

協仁会　クリニックこまつ 寝屋川市川勝町１１－１ 072-823-1521

楠医院 寝屋川市寿町５５－３１ 072-833-1383

柳谷医院 寝屋川市東大利町３－６ 072-827-3617

大阪府結核予防会　大阪複十字病院 寝屋川市打上高塚町３－１０ 072-821-4781

協仁会　小松病院 寝屋川市川勝町１１－６ 072-823-1521

医療法人北辰会　天の川病院 枚方市宮之阪２－２０－１ 072-847-2606

医療法人敬節会　敬節クリニック 枚方市岡東町１２－３－４０２　サンプラザ３号館４階 072-804-5522

医療法人みどり会中村病院 枚方市長尾播磨谷１－２８３４－５ 072-868-2071

医療法人長尾台診療所 枚方市長尾台２－１－２６ 072-859-3616

美杉会健診センター 枚方市西招提町１２５５ 072-864-0103

医療法人つなぐ
渚たなのファミリークリニック

枚方市渚南町２４－３１　なぎさクリニックモール２階 072-848-3122
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医療法人亀寿会　亀岡内科 枚方市西禁野２－２－１５ 072-848-8866

星ヶ丘医療センター 枚方市星丘４－８－１ 072-840-2641

永耕会　とくだ内科クリニック 大東市学園町３－５ 072-877-1414

徳洲会　野崎徳洲会病院 大東市谷川２－１０－５０ 072-874-1641

協立診療所 大東市三箇１－３－８ 072-874-2138

安部クリニック 四條畷市田原台５－１７－２１ 0743-78-8875

茂樹会　田中診療所 交野市私部７－４８－３ 072-893-8811

山口医院 東大阪市長栄寺２－６ 06-6781-1492

岡本医院 東大阪市森河内西２－２０－１９ 06-6781-2051

医療生協かわち野生協　東大阪生協病院 東大阪市長瀬町１－７－７ 06-6727-3131

医療法人三知会　森本記念クリニック 東大阪市横枕１－７ 072-966-8166

医療法人徳洲会　東大阪徳洲会病院 東大阪市菱江３－６－１１ 072-962-2280

中土井医院 東大阪市東石切町１－４－９ 072-981-3525

鹿浦診療所 東大阪市東石切町４－５－１６ 072-981-1694

恵生会　恵生会病院 東大阪市鷹殿町２０－２９ 072-982-5101

松本クリニック 松原市一津屋５－９－５ 072-336-7264

医療法人大塚山会　オノクリニック 松原市西野々２－２－１０　メディコビル 072-330-2600

阪倉クリニック 松原市立部５－５－１２ 072-335-3111

ひろわたり診療所 松原市高見の里１－２－３０　ふぁみ～ゆ松原中央１０１号 072-333-2202

医療法人徳洲会　松原徳洲会病院 松原市天美東７－１３－２６ 072-334-3400

徳洲会　八尾徳洲会総合病院 八尾市若草町１－１７ 072-993-8501

山田医院 八尾市山本町４－１－１４ 072-998-5776

江村医院 富田林市寿町２－３－２ 0721-23-2006

たかいクリニック　内科・眼科 河内長野市松ヶ丘東町１８０５－１ 0721-50-1119

奥田整形外科 河内長野市木戸西町３－１－１５ 0721-54-2003

生登会　寺元記念病院 河内長野市古野町４－１１ 0721-50-1111

健真会　はぶ医院 河内長野市本多町１－４５－１０１ 0721-56-2220

水野クリニック 河内長野市千代田台町６－１ 0721-53-6420

小林診療所 河内長野市美加の台１－３８－６ 0721-63-3072

加藤医院 河内長野市三日市町２０６－１ 0721-65-6070

七野整形外科医院 河内長野市南青葉台１８－１８ 0721-63-6925

森川クリニック 河内長野市北青葉台２９－３ 0721-62-1555

福岡内科クリニック 河内長野市北青葉台４３－３０ 0721-65-0360

幸生会中林医院 河内長野市南花台８－５－５ 0721-62-3838

松尾クリニック 河内長野市南花台１－１７－９ 0721-63-4130

森クリニック 堺市美原区大保１６－１ 072-363-2662

暁美会田中病院 堺市美原区黒山３９－１０ 072-361-3555

永木医院 堺市美原区平尾２７６５ 072-362-3888

黒田クリニック 堺市堺区南三国ヶ丘町４－３－１ 072-226-5688

白井内科クリニック 堺市堺区新町４－７　材庄ビル２階 072-238-3578

よしだ内科クリニック 堺市南区鴨谷台２－５－１　光明センタービル２階２０３号室 072-299-0070

晴心会　野上病院 泉南市樽井１－２－５ 072-484-0007

フラワークリニック 泉南市中小路２－１８３７－１ 072-447-4949

山手医院 堺市堺区桜之町東１－１－３ 072-238-1796

泉友会熊野クリニック 堺市堺区大浜北町３－１２－７ 072-221-7543

社会医療法人同仁会　耳原総合病院 堺市堺区協和町４－４６５ 072-241-0501

一隅会川上クリニック 堺市北区北花田町４－９９－１５ 072-250-6211

仁悠会　吉川病院 堺市北区東三国ヶ丘町４－１－２５ 072-259-0100

医進会　高石加茂病院 高石市西取石３－２３－１７ 072-262-1121

ペガサス　馬場記念病院 堺市西区浜寺船尾町東４－２４４ 072-265-6006

堺市立総合医療センター 堺市西区家原寺町１－１－１ 072-272-1199

俊仁会　きららファミリークリニック 堺市西区上４６７ 072-274-1401
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ヒキタ鳳健診クリニック 堺市西区鳳東町４－４０１－１ 072-260-5555

泉林会　林医院 和泉市尾井町１－９－１２ 0725-45-0040

幸真会　とうじょうクリニック 和泉市鶴山台１－２４－６ 0725-46-1510

和泉市立総合医療センター 和泉市和気町４－５－１ 0725-41-1331

府中クリニック 和泉市肥子町２－２－１ 0725-40-2154

橘会　横山医院 和泉市仏並町２８７ 0725-92-0045

順興会　上條診療所 泉大津市森町２－３－８ 0725-32-1271

助松団地診療所 泉大津市助松団地３－１１ 0725-32-5776

岸和田農友協会　岸和田平成病院 岸和田市春木若松町３－３３ 072-422-1763

渡辺医院 岸和田市下野町４－９－１０ 072-422-7800

津田診療所 岸和田市加守町２－７－５ 072-439-6171

大上内科小児科 岸和田市沼町１８－１１ 072-422-2608

寺田萬寿会　寺田萬寿病院 岸和田市南上町１－４８－５ 072-422-4466

ふれ愛の杜みどり病院 岸和田市箕土路町２－１２－３４ 072-448-7701

大植会　葛城病院 岸和田市土生町２－３３－１ 072-422-9909

医療法人なかたクリニック 貝塚市近木町２０－２４ 072-422-0141

友徳会　石井クリニック 泉佐野市羽倉崎２－５－１５　TRビル２F 072-447-5565

白雲会　リョーヤコマツクリニック 泉佐野市りんくう往来北１　りんくうゲートタワービル１７階 072-463-7003

山尾内科クリニック 堺市東区野尻町５２５ 072-285-0018

松本内科クリニック 堺市東区高松１２２－１５ 072-289-6784

実施機関名 所　在　地 電話番号

公立学校共済組合近畿中央病院 兵庫県伊丹市車塚３－１
072-781-3712
（内線695）

　○交通案内　　阪急神戸線「塚口」駅下車、北口改札より　伊丹市営バスで約10分

　　　　　　　　（近畿中央病院経由線に乗車、近畿中央病院前下車）

近畿中央病院

近畿中央病院で受診いただくと、

交通費一部支給の特典があります！

申込方法等の詳細は、「公立学校共済組合

近畿中央病院 特定保健指導のご案内」

をご確認ください。
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