
【開放病床登録医リスト】 令和4年10月31日現在

※医療法人・法人名については、割愛させていただきます。

No 地域 診療所名 郵便番号 住所

1 茨木市 アイルすまいるクリニック 567-0032 茨木市西駅前6-36　ラビアンヌエスポワール303号

2 茨木市 居相整形外科 567-0021 茨木市三島丘2-8-17

3 茨木市 いしが城谷クリニック 567-0883 茨木市大手町12-3

4 茨木市 石田診療所 567-0823 茨木市寺田町10-14

5 茨木市 泉内科医院 567-0887 茨木市西中条町11-16

6 茨木市 井上クリニック 567-0883 茨木市大手町1-26 西野ビル2F

7 茨木市 いのうえ内科 567-0815 茨木市竹橋町4-10

8 茨木市 茨木弘道会クリニック 567-0013 茨木市太田東芝町2-8

9 茨木市 茨木診療所 567-0824 茨木市中津町2-4カシックスビル3階

10 茨木市 いまい内科ハートクリニック 567-0829 茨木市双葉町9-20 コスモアネックス2F

11 茨木市 茨木誠友クリニック 567-0881 茨木市上中条1丁目9番32号　茨木メディカルビル１階

12 茨木市 岩松クリニック 567-0012 茨木市東太田1-1-109

13 茨木市 上野医院 567-0883 茨木市大手町4-3

14 茨木市 内田クリニック 567-0047 茨木市美穂ヶ丘3-6

15 茨木市 うめだクリニック 567-0828 茨木市舟木町2-4-301 グロウ茨木駅前ビル3階

16 茨木市 江川クリニック 567-0820 茨木市総持寺駅前町13-11

17 茨木市 大河内医院 567-0888 茨木市駅前3-1-3

18 茨木市 大嶋クリニック 567-0829 茨木市双葉町8-19

19 茨木市 大島整形外科 567-0806 茨木市庄2-19-14

20 茨木市 大谷クリニック 567-0817 茨木市別院町1-33

21 茨木市 おおたに内科医院 567-0886 茨木市西中条町1-22 エンゼルウチダ1F

22 茨木市 大森医院 567-0895 茨木市玉櫛2-32-13

23 茨木市 おくだ内科クリニック 567-0829 茨木市双葉町6番2号 フォルテ・ディ・コンフォート401号

24 茨木市 おくの眼科 567-0802 茨木市総持寺駅前町1-32-703

25 茨木市 小原医院 567-0066 茨木市下井町2-5

26 茨木市 角本医院 567-0007 茨木市南安威2-1-22

27 茨木市 春日丘荘診療所 567-0046 茨木市南春日丘7-11-22

28 茨木市 かめい内科消化器クリニック 567-0032 茨木市西駅前町6-2 クリニックステーション茨木駅前 2階

29 茨木市 川尻クリニック 567-0828 茨木市舟木町19-20

30 茨木市 岸本クリニック 567-0868 茨木市沢良宜西1-4-10

31 茨木市 北川クリニック 567-0885 茨木市東中条町3-1

32 茨木市 北野外科内科 567-0843 茨木市星見町18-3

33 茨木市 きはら内科クリニック 567-0803 茨木市中総持寺町9-1

34 茨木市 釘抜医院 567-0041 茨木市下穂積3-12-24

35 茨木市 小林整形外科 567-0031 茨木市春日1丁目9番22号 タウンハウス今々館1階

36 茨木市 さかいメンタルクリニック 567-0888 茨木市駅前2-4-34

37 茨木市 佐々木耳鼻咽喉科クリニック 567-0829 茨木市双葉町9-17 茨木佐々木ビル2F

38 茨木市 さと在宅クリニック 567-0895 茨木市玉櫛2-28-12-1F

39 茨木市 三康クリニック 567-0801 茨木市総持寺2-2-5

40 茨木市 茂松整形外科 567-0851 茨木市真砂3-12-19

41 茨木市 篠永医院 567-0851 茨木市真砂1丁目2-36

42 茨木市 庄栄エルダーセンター診療所 567-0806 茨木市庄2丁目7-38

43 茨木市 耳鼻咽喉科宇野医院 567-0034 茨木市中穂積1丁目2-51

44 茨木市 耳鼻咽喉科岡部医院 567-0828 茨木市橋の内2丁目8番12号

45 茨木市 すぎたクリニック 567-0021 茨木市三島丘2丁目8番17号　角屋ビル1階

46 茨木市 すぎもとクリニック 567-0802 茨木市総持寺駅前町1-32

47 茨木市 須永医院 567-0896 茨木市玉水町1-15

48 茨木市 須永内科小児科医院 567-0006 茨木市耳原3-2-16

49 茨木市 せしも胃腸肛門クリニック 567-0882 茨木市元町2-10

50 茨木市 高原クリニック 567-0868 茨木市沢良宜西1丁目1番3号 南茨木第2阪急ビル4階

51 茨木市 たちばなクリニック 567-0810 茨木市宮元町2-13

52 茨木市 辰見医院 568-0091 茨木市大字大岩556

53 茨木市 辰見クリニック 567-0832 茨木市白川2-1-5 アドバン1F

54 茨木市 たつみ内科クリニック 567-0872 茨木市新中条町1番30号ＮＫビル2階

55 茨木市 田中胃腸科クリニック 567-0827 茨木市稲葉町19-19

56 茨木市 たに医院 567-0876 茨木市天王2-8-27



No 地域 診療所名 郵便番号 住所

57 茨木市 谷口内科循環器クリニック 567-0063 茨木市中河原町11-39

58 茨木市 第二近藤診療所 567-0895 茨木市玉櫛2丁目17-18

59 茨木市 寺野医院 568-0097 茨木市大字泉原1133

60 茨木市 とくいクリニック 567-0826 茨木市大池2丁目13-22

61 茨木市 徳永医院 567-0802 茨木市総持寺駅前町1-32-201

62 茨木市 中尾内科クリニック 567-0031 茨木市春日4-10-4

63 茨木市 なかじま内科 567-0831 茨木市鮎川5-6-8

64 茨木市 紫博会 なかむかいクリニック 567-0886 茨木市下中条町4-5 ラ・フレール2F

65 茨木市 中村医院 567-0018 茨木市太田1-13-26

66 茨木市 成田クリニック 567-0803 茨木市中総持寺町4-47

67 茨木市 西里医院 567-0802 茨木市総持寺駅前町6-8

68 茨木市 西野クリニック 567-0032 茨木市西駅前町13番23号

69 茨木市 西部クリニック 567-0031 茨木市春日1-1-3

70 茨木市 ねごろ内科循環器科 567-0826 茨木市大池2-28-17

71 茨木市 脳神経外科多田クリニック 567-0034 茨木市中穂積1-2-3

72 茨木市 希ファミリークリニック 567-0816 茨木市永代町5-306

73 茨木市 はしづめ内科 567-0876 茨木市天王2丁目6-7 エルディ南茨木2階

74 茨木市 ハズしまぶくろクリニック 567-0065 茨木市上郡2丁目13-14ゴウダC＆Eビル3F

75 茨木市 長谷川内科 567-0825 茨木市園田町14-31

76 茨木市 原田整形外科クリニック 567-0888 茨木市駅前1丁目4-14 エステート茨木駅前2F

77 茨木市 はんだクリニック 567-0895 茨木市玉櫛1-15-8 メゾン・プルミエール1F

78 茨木市 聖クリニック 567-0072 茨木市郡3-28-28

79 茨木市 ひらいわクリニック 567-0883 茨木市大手町6-10 ヴィラ・コントゥール

80 茨木市 平田整形外科クリニック 567-0844 茨木市寺田町11-7

81 茨木市 平山皮フ科クリニック 567-0868 茨木市沢良宜西1丁目4-1 エミネンス南茨木1番館 1F

82 茨木市 船戸医院 567-0041 茨木市下穂積2丁目9-17

83 茨木市 ベッチャククリニック 567-0803 茨木市中総持寺町12-2

84 茨木市 北摂クリニック 567-0826 茨木市大池1-10-37

85 茨木市 細見医院 567-0886 茨木市下中条町7-10

86 茨木市 本迫医院 567-0065 茨木市上郡1-2-3

87 茨木市 前羽クリニック 567-0031 茨木市春日2-2-18

88 茨木市 牧クリニック 567-0891 茨木市水尾1-17-1

89 茨木市 増田内科医院 567-0886 茨木市下中条町3-4 アークA１階

90 茨木市 まちでらクリニック 567-0065 茨木市上郡2丁目13-14 GODA C＆Eビル3F

91 茨木市 松村医院 567-0882 茨木市元町1-23

92 茨木市 馬渕放射線科医院 567-0817 茨木市別院町3-15

93 茨木市 みのりこころのクリニック 567-0829 茨木市双葉町9-20コスモアネックス5F

94 茨木市 都田泌尿器科医院 567-0828 茨木市舟木町5-14YNビル2F

95 茨木市 宮田クリニック 567-0032 茨木市西駅前町5-36

96 茨木市 むらい内科・循環器内科 567-0034 茨木市中穂積1-7-36ブリリアントＡ

97 茨木市 もとひろクリニック 567-0892 茨木市並木町1-6　茨木スクエアビル1階

98 茨木市 百進会 ももたろう痛みのクリニック 567-0810 茨木市宮元町1-10 池上ハイツ1階

99 茨木市 森脇内科 567-0829 茨木市双葉町10-1 茨木東阪急ビル3F

100 茨木市 やまぐち整形外科リウマチクリニック 567-0876 茨木市天王2丁目6-7

101 茨木市 やまもとクリニック 567-0816 茨木市永代町7-10 川崎ビル2階

102 茨木市 山本内科医院 567-0032 茨木市西駅前町10-110

103 茨木市 横山・渡辺クリニック 567-0031 茨木市春日2-1-12 ラウンド春日3F

104 茨木市 よしだ内科 567-0872 茨木市新中条町12-24

105 茨木市 よねだレディースクリニック 567-0065 茨木市上郡2丁目13-14　ゴウダC＆Eビル2階

106 茨木市 わかばくりにっく 567-0873 茨木市小川町8-22NOMURA2C

107 茨木市 SKY　スカイクリニック 567-0829 茨木市双葉町10-1 茨木東阪急ビル1F

108 高槻市 青谷クリニック 569-0805 高槻市上田辺町1-30 大阪住宅ビル3階

109 高槻市 阿武山こどもクリニック 569-1041 高槻市奈佐原2-3-22

110 高槻市 阿部整形外科内科 569-1136 高槻市郡家新町4-31

111 高槻市 いいじまクリニック 569-1029 高槻市安岡寺町5-1-5

112 高槻市 石河診療所 569-1044 高槻市上土室5-34-10

113 高槻市 櫟原医院 569-0824 高槻市川添2丁目15-23

114 高槻市 いなだ訪問クリニック 569-0066 高槻市中川町5-3



No 地域 診療所名 郵便番号 住所

115 高槻市 井上クリニック 569-0814 高槻市富田町1-12-3

116 高槻市 末吉クリニック 569-0811 高槻市東五百住町3-7-20

117 高槻市 上島内科医院 569-1044 高槻市上土室5-20-10

118 高槻市 おおぎたに内科・胃腸内科 569-1142 高槻市宮田町1-29-18

119 高槻市 大阪医科大学健康科学クリニック 569-1123 高槻市芥川町1-1-1 JR高槻駅NKビル

120 高槻市 大杉内科 569-0083 高槻市永楽町7-15

121 高槻市 おおにしクリニック 569-0814 高槻市富田町1丁目18番14号 STマンションⅢ1階

122 高槻市 大橋内科 569-1032 高槻市宮之川原1丁目5-26

123 高槻市 おかもと整形外科 569-1041 高槻市奈佐原2-11-21

124 高槻市 尾原内科医院 569-1123 高槻市芥川町1-2 A203

125 高槻市 かねはらクリニック 569-0071 高槻市城北町2-1-8

126 高槻市 川口医院 565-0802 高槻市津之江町1-50-1

127 高槻市 川口内科 569-0826 高槻市寿町3丁目38-21

128 高槻市 かわしげクリニック 569-0071 高槻市城北町2-4-5-3F

129 高槻市 上牧かねはらクリニック 569-0007 高槻市神内2-8-27

130 高槻市 木村クリニック 569-0814 高槻市富田町6丁目7-17

131 高槻市 おかだクリニック 569-0032 高槻市東和町56-2

132 高槻市 郡家クリニック 569-1131 高槻市郡家本町6番5号

133 高槻市 こうあいクリニック 569-1144 高槻市大畑町6番15号2階

134 高槻市 近藤診療所 569-1042 高槻市南平台2-14-2

135 高槻市 ごうだ内科 569-1144 高槻市大畑町8-1 ハヤマ摂津富田駅前ビル1階

136 高槻市 後藤レディースクリニック 569-1117 高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX5F

137 高槻市 坂中内科クリニック 569-1041 高槻市奈佐原2-11-21

138 高槻市 ささき医院 569-1137 高槻市岡本町65-6

139 高槻市 さつきクリニック 569-0081 高槻市宮野町17-5

140 高槻市 澤田医院 569-0071 高槻市城北町2-14-14

141 高槻市 清水クリニック 569-0802 高槻市北園町3-25

142 高槻市 しみず内科クリニック 569-0817 高槻市桜ケ丘北町6-16

143 高槻市 しもえ皮フ科クリニック 569-1041 高槻市奈佐原2-16-26

144 高槻市 春樹会クリニック 569-1131 高槻市郡家本町13-23

145 高槻市 荘野医院 569-1136 高槻市郡家新町11-21

146 高槻市 しらかわ・いもとクリニック 569-0055 高槻市西冠3-12-17

147 高槻市 耳鼻咽喉科うの医院 569-1044 高槻市上土室5-21-2 松本ビル3F

148 高槻市 末光・稲毛クリニック 569-0853 高槻市柳川町1-17-10

149 高槻市 角辻医院 569-1142 高槻市宮田町2-16-14

150 高槻市 整形外科なかむらクリニック 569-1121 高槻市真上町2-1-31

151 高槻市 整形外科リハビリテーション科たかだクリニック 569-1145 高槻市富田丘町2-2 ステーシア高槻1F

152 高槻市 摂津診療所 569-0814 高槻市富田町3-1-14

153 高槻市 高島内科クリニック 569-1123 高槻市芥川町2-14-1

154 高槻市 高槻福井整形外科･内科クリニック 569-1144 高槻市大畑町13-1

155 高槻市 高橋医院 569-0025 高槻市藤の里町24-29

156 高槻市 高松内科クリニック 569-0804 高槻市紺屋町7-27-101

157 高槻市 武田消化器内科 569-0053 高槻市春日町16-16

158 高槻市 田崎医院 569-1133 高槻市川西町1-31-12

159 高槻市 鄭クリニック 569-0852 高槻市北柳川15-22

160 高槻市 津久田医院 569-0825 高槻市栄町3-7-18

161 高槻市 つじ・クリニック 569-0036 高槻市辻子2-23-1

162 高槻市 筒井宮城医院 569-0074 高槻市本町3-18

163 高槻市 天神田中内科クリニック 569-1123 高槻市芥川町1-15-23 ヨシタケビル2D

164 高槻市 とみた整形外科クリニック 569-1116 高槻市白梅町4-13　高槻ミューズコート　3階

165 高槻市 冨永クリニック 569-1042 高槻市南平台3丁目29-18

166 高槻市 とよだクリニック 569-0803 高槻市高槻町13-5 牧ビル3F

167 高槻市 とりい内科クリニック 569-1034 高槻市大蔵司2-53-1

168 高槻市 富田つじ耳鼻咽喉科 569-1144 高槻市大畑町1-3 ﾏﾂﾀﾞﾋﾞﾙ2F

169 高槻市 土居整形外科 569-0803 高槻市高槻町15-8

170 高槻市 内科・循環器内科　たにがわクリニック 569-1044 高槻市上土室4丁目5番16号1階

171 高槻市 中島荘野クリニック 569-0083 高槻市永楽町3-11

172 高槻市 なかじま診療所 569-1029 高槻市安岡寺町2-3-1

173 高槻市 中村整形外科 569-1034 高槻市大蔵司2-53-8
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174 高槻市 ながい内科クリニック 569-0803 高槻市高槻町2-11　松昌興産本社ビル１階

175 高槻市 なりきよ医院 569-0814 高槻市富田町1-11-8

176 高槻市 難波クリニック 569-0814 高槻市富田町1丁目31-10

177 高槻市 西医院 569-0803 高槻市高槻町7-22

178 高槻市 西﨑クリニック 569-0827 高槻市如是町21-12

179 高槻市 西野医院 569-0853 高槻市柳川町2-14-21

180 高槻市 白藤藤原診療所 569-0825 高槻市栄町1-10-12

181 高槻市 東山産婦人科 569-0036 高槻市辻子3-10-3

182 高槻市 ひとみクリニック 569-0844 高槻市柱本5丁目30-1

183 高槻市 藤林クリニック 569-1123 高槻市芥川町3-12-33

184 高槻市 藤村医院 569-0058 高槻市春日町5-10

185 高槻市 松井診療所 569-0041 高槻市氷室町1-30-1

186 高槻市 松本ほがらかクリニック 569-1022 高槻市日吉台七番町17番12号

187 高槻市 みつたけこころのクリニック 569-1115 高槻市古曽部町1丁目4番1号　高槻ビル3階301

188 高槻市 宮田クリニック 569-0804 高槻市紺屋町9-18　さつきビル２F

189 高槻市 宗光診療所 569-1024 高槻市寺谷町38-15

190 高槻市 むねみつホームメディカルクリニック 569-0077 高槻市野見町5番45号　Diamante2020 3階

191 高槻市 もりた内科・胃腸内科 569-0824 高槻市川添2丁目15-8

192 高槻市 やまぐちクリニック 569-1145 高槻市富田丘2-2 ステーシア高槻1F

193 高槻市 りょうクリニック 569-0824 高槻市川添2-2-21

194 三島郡 楠薫堂医院 618-0015 三島郡島本町青葉2-16-14

195 三島郡 西本医院 618-0011 三島郡島本町広瀬3-6-1

196 摂津市 いながきクリニック 566-0021 摂津市南千里丘5番23号102

197 摂津市 はしもと内科外科クリニック 566-0024 摂津市正雀本町2-5-23

198 摂津市 馬場内科・循環器内科クリニック 566-0011 摂津市千里丘東1丁目13-7

199 摂津市 南摂津メンタルクリニック 566-0074 摂津市東一津屋4-10 アトリウム南摂津2F

200 摂津市 宮川クリニック 566-0035 摂津市鶴野1-1-3 カーザさんらいず 1階

201 枚方市 愛成クリニック 573-0048 枚方市山之上西町32-15

202 四条畷市 ふくだクリニック 575-0051 四条畷市中野本町8-39

203 守口市 良本循環器内科 570-0064 守口市長池町5番1号

204 守口市 さくらクリニック 570-0042 守口市寺方錦通1丁目10番3号

205 寝屋川 みつばちクリニック 572-0032 寝屋川市北大利町12-8ヴィドール園尾ビル3階

206 寝屋川 みやざきクリニック 572-0054 寝屋川市下神田町20-10

207 吹田市 あいぜん診療所 565-0821 吹田市山田東1丁目36-1 ライオンズマンション万博公園105号

208 吹田市 上山クリニック 564-0004 吹田市原町1丁目36-3エクレールⅡ2階

209 吹田市 えもと心の健康クリニック 565-0855 吹田市佐竹台1-4-1 クリニックモール南千里301

210 吹田市 川﨑メンタルクリニック 565-0842 吹田市千里山東2-28-10 フォスター千里山1F

211 吹田市 角谷クリニック 564-0026 吹田市朝日町23-14 BLANCビル3F

212 吹田市 千里古江台クリニック 565-0874 吹田市古江台5-3-7

213 吹田市 たかさわ内科クリニック 565-0863 吹田市竹見台3-6-5

214 吹田市 たきざわクリニック 565-0821 吹田市山田東1-10-34-203

215 吹田市 つばき内科クリニック 564-0028 吹田市昭和町1-1-1

216 吹田市 中嶋医院 564-0062 吹田市垂水町2丁目4-9

217 吹田市 なかむらレディースクリニック 564-0051 吹田市豊津町13-45 第3暁ビル

218 吹田市 にしうえクリニック 565-0855 吹田市佐竹台2-3-2

219 吹田市 野中内科クリニック 565-0862 吹田市津雲台5丁目19-18 千里つくも医療ビル3階

220 吹田市 伴医院 564-0039 吹田市清和園町4番12号

221 吹田市 めぐみクリニック 565-0841 吹田市上山手町23-12-1F

222 吹田市 ロングウッド　前田クリニック 565-0874 吹田市古江台四丁目2番38号　ディオス北千里2番館2-203号

223 豊中市 Kクリニック 561-0881 豊中市中桜塚5丁目7-9

224 豊中市 さくら訪問診療クリニック 560-0085 豊中市上新田3-2-7-102

225 豊中市 沢村内科 560-0081 豊中市新千里北町2-21-2

226 豊中市 たまごクリニック 561-0801 豊中市曽根西町1-9-20

227 豊中市 ちさとクリニック 560-0082 豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル4F

228 豊中市 和クリニック 560-0004 豊中市少路1-7-16 メディカルゲートビル3F

229 豊中市 西川医院 560-0081 豊中市新千里北町1-4-8

230 豊中市 はじめクリニック 561-0881 豊中市中桜塚5丁目3-45

231 豊中市 松本内科クリニック 560-0011 豊中市上野西4丁目2-28

232 大阪市 あおぞら在宅診療所大阪はなてん 538-0042 大阪市鶴見区今津中1-10-19大都ハイツ406号
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233 大阪市 あおばおうちクリニック 535-0013 大阪市旭区森小路1-11-10

234 大阪市 新居脳神経外科クリニック 533-0004 大阪市東淀川区小松1-3-15アベニュー小松ビル

235 大阪市 いちメンタルクリニック 542-0073 大阪市中央区日本橋1-17-17-2F

236 大阪市 大野クリニック 533-0005 大阪市東淀川区瑞光1丁目7-18 ブロッサム瑞光

237 大阪市 河東クリニック 533-0004 大阪市東淀川区小松4-10-12

238 大阪市 きたはらクリニック 533-0022 大阪市東淀川区菅原6-1-19-1F

239 大阪市 きたはらファミリークリニック 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北3-11-4 ATビル2F

240 大阪市 こじまクリニック 554-0013 大阪市此花区梅香1-21-12

241 大阪市 さかもとクリニック 558-0041 大阪市住吉区南住吉1-23-17

242 大阪市 さくらクリニック 531-0072 大阪市北区中津2-8中津リバーサイドコーポE棟１F

243 大阪市 秀壮会クリニック 532-0026 大阪市淀川区塚本2丁目19-12

244 大阪市 整形外科みきゆうクリニック 534-0013 大阪市都島区内代町1-7-11

245 大阪市 千北診療所 555-0030 大阪市西淀川区大和田5丁目5-3

246 大阪市 天満ＳＯＲＡクリニック 530-0022 大阪市北区浪花町4-9-1Ｆ

247 大阪市 透析クリニック大正橋 556-0021 大阪市浪速区幸町3-8-18

248 大阪市 とまとクリニック 557-0042 大阪市西成区岸里東2-15-11

249 大阪市 中尾こころのクリニック第二 551-0003 大阪市大正区千島2-4-4

250 大阪市 中西メンタルクリニック 534-0021 大阪市都島区都島本通3-8-2 セレクト都島ビル2階

251 大阪市 ナカムラクリニック 543-0052 大阪市天王寺区大道4-10-15 NKM-1ビル101号室

252 大阪市 にじクリニック 532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-31-2F

253 大阪市 のぞみホームクリニック新大阪 532-0011 大阪市淀川区西中島6-2-3　チサンマンション第7新大阪1125号室

254 大阪市 福永記念診療所 536-0005 大阪市城東区中央1-9-33

255 大阪市 まちかど診療所 557-0031 大阪市西成区鶴見橋1-17-35

256 大阪市 松山診療所 533-0004 大阪市東淀川区小松1-9-8

257 大阪市 宮崎レディースクリニック 531-0072 大阪市北区豊崎3-17-6

258 大阪市 矢本診療所 533-0032 大阪市東淀川区淡路4-7-9-401

259 大阪市 わかい内科・循環器科 530-0041 大阪市北区天神橋6丁目6-4 平蔵ビル3F

260 豊能郡能勢町 奥井医院 563-0356 豊能郡能勢町平通80-5

261 豊能郡能勢町 まわたり内科 563-0105 豊能郡豊野町新光風台2-16-12

262 枚方市 亀岡内科 573-1192 枚方市西禁野2-2-15

263 門真市 みらいクリニック 571-0039 門真市速見町12-9-101

264 箕面市 いとうクリニック 562-0041 箕面市桜4-17-25

265 箕面市 おざわクリニック 562-0023 箕面市粟生谷西3-7-9

266 箕面市 けやきクリニック 562-0032 箕面市小野原西6-13-34

267 箕面市 内科外科にいみ医院 562-0032 箕面市小野原西5丁目12-32

268 箕面市 ほそいクリニック 562-0025 箕面市粟生外院1-4-13

269 箕面市 みほクリニック 562-0022 箕面市粟生間谷東5-25-23

270 池田市 秋澤クリニック 563-0012 池田市東山町546番

271 池田市 井上クリニック 563-0048 池田市呉服町8-22

272 池田市 おおたクリニック 563-0041 池田市満寿美町1-26

273 池田市 原クリニック 563-0025 池田市城南3-1-15-Ⅰ-101-7

274 泉佐野市 さんみクリニック 598-0016 泉佐野市鶴原1065-3　パトリア1Ｆ

275 兵庫県 ありまこうげん診療所 660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通1-9-32

276 兵庫県 村松医院 662-0954 兵庫県芦屋市浜町10-5 メインステージ芦屋浜町1F

277 兵庫県 林医院 664-0023 兵庫県伊丹市中野西3丁目131番地

278 兵庫県 山下レディースクリニック 651-0086 兵庫県神戸市中央区礒上通7-1-8 三宮インテス4階

279 和歌山県 うつのみやレディースクリニック 641-0002 和歌山県和歌山市新中島132-6

280 京都府 いちおか泌尿器科クリニック 604-0837 京都府京都市中京区東洞院通二条下 ルシンフォニア御池1F

281 京都府 醍醐渡辺クリニック 601-1375 京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-15

282 京都府 山口マタニティクリニック 621-0828 京都府亀岡市篠町馬堀駅前2丁目4-7

283 静岡県 いながきレディースクリニック 410-0062 静岡県沼津市宮前町12-11

284 静岡県 俵IVFクリニック 422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町2-20


