
五十音 委託医療機関名 所在地 電話番号

浅井クリニック 山本町北７ 924-0055

あさかぜ診療所 東山本町3 925-8484

医）永光会　新井クリニック 美園町4 998-2669

飯田クリニック 山本町北4 995-5191

医）井口クリニック 北本町3 991-6006

医）緑葉会　池田クリニック 本町2 925-6400

石垣クリニック 春日町１ 991-2922

石田整形外科 本町7 990-5888

石橋整形外科 志紀町2 920-2285

社医）医真会　医真会総合クリニックス 沼1 948-0708

社医）医真会　医真会八尾リハビリテーション病院 服部川1 941-5333

医）いずい医院 竹渕西3 06-6701-5511

医）島田会　いなりば内科クリニック 北久宝寺1 922-6696

イヌイ医院 上之島町南6 999-2966

井上医院 中田5 923-4627

医）いふくべクリニック 青山町1 991-6661

医療生協かわち野生活協同組合　医療生協八尾クリニック 八尾木6 925-8725

医）うめもと循環器内科クリニック 安中町3 998-1715

大阪がん循環器病予防センター

　※ご予約の際は、八尾市保健センターまでお願いします。

おおまえ内科クリニック 南木の本3 996-1171

医）萌生会　大道クリニック 栄町1 994-7331

医）慧生会　岡田クリニック 佐堂町3 925-0200

おかもとクリニック 山本町南1 997-2350

小川内科・糖尿病内科クリニック 桜ヶ丘１ 992-1024

奥村クリニック 安中町4 991-2223

奥山診療所 山本町北3 999-1779

奥山外科 東久宝寺1 994-2266

医）小原クリニック 山本高安町2 995-0501

カイダ医院 相生町3 923-1412

貝原内科医院 東山本新町6 996-8739

加藤医院 恩智中町2 941-0280

医）かりや内科クリニック 本町7 993-2010

菊池内科 本町7 990-5820

貴島診療所 東山本新町2 997-0560

医）貴島医院 田井中4 949-5346

医）貴医会　貴島中央病院 松山町1 922-1581

医）貴島会　貴島病院本院 楽音寺3 941-1499

医）貴島会　貴島病院本院付属クリニック 山本町南1 999-9914

医）北野内科クリニック 志紀町2 920-1633

医）久保医院 太田5 948-2887

くまもとクリニック 龍華町１ 993-2440

医）厚生医学会　厚生会第一病院 西木の本1 992-7055

医）清祐会　甲野クリニック 光町2 994-0234

医）小西医院 山本町5 996-7777

小林医院 明美町1 922-2315

あ行

大阪市城東区
森之宮１

993-8600
（八尾市保健センター）

か行



五十音 委託医療機関名 所在地 電話番号

坂口内科 山本町南6 998-2220

医）阪本医院 山畑5 941-3222

医）櫻井医院 北本町2 922-2905

医）がじゅまる会　さこた内科・循環器内科 東本町4 924-5577

医）仁悠会　清水クリニック 志紀町2 948-7776

下鳥医院 高安町南2 922-8788

医）正田医院 本町5 993-3000

医）光誠会　しろばとクリニック 光町1 928-4877

新門医院 安中町2 991-3135

医）若水会　関谷クリニック 東太子2 990-0820

瀬口クリニック 本町4 922-2112

髙田医院 明美町1 991-3761

医）武田クリニック 上之島町南1 923-8001

竹中医院 東太子2 925-8123

辰巳内科医院 本町3 922-2104

医）和香会　だてクリニック 竹渕東3 06-6705-0008

医）田中医院 本町5 922-2028

田中のりクリニック 東本町3 995-3110

医）康心会　谷口消化器内視鏡クリニック近鉄八尾本院 東本町3 996-8800

医）康心会　谷口消化器内視鏡クリニックＪＲ久宝寺分院 龍華町2 998-6000

玉田医院 山本町南4 922-4445

玉田クリニック 南本町1 925-2013

医）仁悠会　寺川クリニック 山本町南１ 925-5858

医）桜希会　東朋八尾病院 北本町2 924-0286

医）豊田外科内科診療所 志紀町1 949-5757

長井医院 栄町2 995-1156

医）友伸会　中垣内科皮膚科 山本高安町2 922-9127

医）幸晴会　中谷クリニック 八尾木北3 993-5585

仲谷整形外科クリニック 光町1 995-0909

西岡医院 緑ヶ丘5 999-1400

医）健英会　はしもと診療所 刑部2 929-2005

医）健愛会　早川整形外科医院 八尾木北1 922-9901

林医院 山城町2 992-8687

医）爽林会　ハヤシクリニック 志紀町1 920-2272

林外科内科 弓削町1 949-5288

医）晃生会　半田クリニック 若林町1 949-1597

医）藤井内科小児科 久宝寺1 993-8881

藤沢内科クリニック 山本町2 923-0860

藤原医院 服部川7 941-8082

ふるかわ内科クリニック 跡部北の町3 943-3307

ほりい内科・整形外科クリニック 恩智北町1 943-0072

堀谷診療所 光町1 998-8099

医）健医会　松井医院 太子堂5 995-0880

医）松尾クリニック 北本町2 991-6586

医）松田クリニック 西山本町1 997-1234

医）松樹会　松本クリニック 光南町１ 970-6421

医）剛優会　水野整形外科 相生町3 995-0119

医）水野内科医院 南木の本2 993-8857

医）癒美会　みぞぐちクリニック 龍華町1 999-0808

室家あったかクリニック 山本町南4 990-3380

医）元村内科クリニック 久宝寺3 922-0150

な行

は行

ま行

さ行

た行
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医）健進会　八尾北医療センター 桂町6 999-3555

八尾市立病院 龍華町1 922-0881

やお城田クリニック 木の本１ 922-7770

医）徳洲会　八尾徳洲会総合病院 若草町1 993-6505

医）永広会　八尾はぁとふる病院 美園町2 999-0725

医）安田医院 久宝寺1 923-3084

社医）医真会　安中診療所 安中町9 994-0860

柳井谷医院 刑部1 922-9897

医）山田医院 山本町4 998-5776

ゆきこどもクリニック 刑部1 922-2301

医）恭敬会　吉﨑クリニック 山本町南1 990-0787

医）朋侑会　吉田クリニック 山本高安町2 925-5388
わ行 医）あすなろ会　わたなべ皮フ科・形成外科 北本町1 993-4676

や行


