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受付対象 妊婦 年齢 Web 来院 電話 電話番号 HP等 問い合わせ曜日 問い合わせ時間 早朝 夜間 休日 対応時間等

医療法人　日野医院 大阪市此花区高見２-１３-３ かかりつけ ○ 16歳以上 ○ 06-6463-1468
https://hinoiin-
konohana.com/

月～土 9:00～12:30

ひの小児科 大阪市此花区高見２-１３-３ かかりつけ 12歳以上 ○ https://www.hino-
kids.com/ ○ 土曜日13:30～15:00

栗栖クリニック 大阪市此花区高見２-４-１８ 一般 ○ 12歳以上 ○ ○ 06-6463-0901

http://www.konohan
a-

med.or.jp/d05kuruk
uri/218/

月～土 9:00～12:00

公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属　伝法高見診療所 大阪市此花区高見２-５-９ 一般 ○ 12歳以上 ○ 06-6461-5605
http://www.k-

hakuaikai.jp/denpot
akami/

月～金 14:00～16:00

医療法人徹生会　村上内科 大阪市此花区四貫島１-１-４３ 一般 ○ 080-2158-7808
https://www.muraka

minaika-
konohana.com/

①月・火・水・金
②木・土

①9:00～12:00
　17:00～19:00
②9:00～12:00

内科クリニック大西循環器科消化器科 大阪市此花区四貫島１-５-１１セントビル３階 一般 ○ ○ 06-6464-9330
https://www.oc-

clinic.com/
①月・火・金
②水・木・土

①9:00～12:30
　16:00～19:00
②9:00～12:30

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２階 一般 ○ 12歳以上 ○ 06-6462-1212
http://www.yamasak

i-cl.jp/
①月・火・水・金

②木・土

①9:00～11:30
　16:30～18:00
②9:00～11:30

電話予約不可

医療法人寛友会　菊守耳鼻咽喉科 大阪市此花区四貫島１-９-１０ セントラルプラザ２階 一般 ○ 12歳以上 ○ ○ 06-6462-8711
http://www.kikumori

jibika.com/

①月・火・水・金
②木
③土

①8:30～12:30　
15:00～19:00　
②8:30～12:30
16:00～20:00　
③8:30～13:30

○ ○ ○
月曜日から土曜日、8:30から受付開
始。木曜日のみ19:30まで受付可能。
土曜日のみ13:00まで受付可能。

医療法人　小山医院 大阪市此花区春日出中２-１６-２３ 一般 12歳以上 ○ 06-6461-2580
http://www.koyamaii

n.net/
月～土 9:00～12:00 予約不要

はやしだ診療所 大阪市此花区春日出中２-１７-８ 一般 ○ 06-6463-3299

http://www.konohan
a-

med.or.jp/k06hayas
hida/426/

医療法人　板東医院 大阪市此花区春日出中２-１８-２２ 一般 ○ 12歳以上 ○

http://www.konohan
a-

med.or.jp/k05bando
u/423/

①月～金
②土

①9:00～11:50
　17:00～18:50
②9:00～11:50

公益財団法人　淀川勤労者厚生協会附属　此花診療所 大阪市此花区春日出北１丁目１番２５号 かかりつけ ○ 12歳以上 ○ ○ 06-6463-2222
http://www.k-

hakuaikai.jp/konoha
na/

月～金 14:00～16:00

医療法人　島村診療所 大阪市此花区春日出北２-１８-５ かかりつけ ○ ○ 06-4804-3173

http://www.konohan
a-

med.or.jp/k01shima
mura/411/

月・火・水・金・土 9:00～12:00

医療法人北星会　鎌田クリニック 大阪市此花区春日出北３-１-４ かかりつけ ○

http://www.konohan
a-

med.or.jp/k04kamat
a/420/

医療法人　藤井内科医院 大阪市此花区西九条１-３４-１９ 一般 ○ 06-6462-1913
http://fujii-

naikaiin.com/
月～土 9:00～12:20

医療法人　やすだ医院 大阪市此花区西九条３-８-１１ 一般 ○ 12歳以上 ○ ○ 06-6463-5446
https://yasudaiin.co

m/
①月・火・水・金

②木・土

①9:30～12:30
　16:00～19:00
②9:30～12:30

電話予約は診療時間内のみ

医療法人良純会　朝日橋胃腸科・内科診療所 大阪市此花区西九条４-２-２６ かかりつけ ○ 12歳以上 ○ 06-6462-8710
http://asahibashi-

clinic.com/

備考

※医療機関に同意を得た情報を掲載しています。

※詳細については、各医療機関にお問い合わせください。

早朝・夜間・休日

新型コロナワクチン接種（ファイザー）を受けられる医療機関の一覧です。

受入可能対象 予約方法
医療機関名 住所

1，2回目接種をご希望の方は各医療機関に直接お問い合わせのうえ、ご相談ください。

予約の際は、受入可能対象、予約方法等を必ずご確認ください。

※受付対象の一般はかかりつけを含みます。

※年齢の欄で「12歳」は12歳以上、「16歳」は16歳以上の方を受け入れている医療機関です。



受付対象 妊婦 年齢 Web 来院 電話 電話番号 HP等 問い合わせ曜日 問い合わせ時間 早朝 夜間 休日 対応時間等
備考

早朝・夜間・休日受入可能対象 予約方法
医療機関名 住所

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３階 かかりつけ ○ 12歳以上 ○ ○ 06-6466-1001
https://yoneda-

naikahifuka.com/
①月・火・木・金

②水・土

①9:00～12:30
　15:00～18:45
②9:00～12:30

○ 土曜日12:30～
予約はWeb(当院HP参照)。予約操作が困難な
場合のみ電話問合せ可

社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院 大阪市此花区西九条５-４-８ 一般 ○ 12歳以上 ○ ○ 080-6197-0128

https://www.covid19
-

vaccine.mrso.jp/h28
02459/VisitNumber

s/visitnoAuth/

月～金(祝日除く)
10:00～12:30
13:30～15:00 ○ ○

金曜日のみ19:30まで接種。土曜日の
み14:00から16:00まで接種。詳細に
ついては当院HPから予約専用サイトを
ご確認ください。

医療法人　村川医院 大阪市此花区伝法２-４-２９ 一般 ○ 12歳以上 ○ 06-6463-1222
http://www.murakaw

a-iin.com/
①月・火・木・金　

②水・土

①8:30～12:30
　16:30～19:00　
②8:30～12:30

接種券が届いた方のみ予約可能

医療法人晴恵会　安田クリニック 大阪市此花区伝法２-５-１ 一般 ○ 12歳以上 ○ ○ 06-6463-1000

http://www.watanab
e-

hsp.or.jp/concerned
/dr/yasuda

①月・火・水・金
②木・土

①8:30～12:30
　16:30～19:00　
②8:30～12:30

○ ○ 早朝は8:30～。月、火、水、金曜日の
19:00　（木、土曜日の12:30）。

医療法人　石見医院 大阪市此花区伝法５-４-６０ 一般 ○ 12歳以上 ○ ○ ○ 06-6468-9333
http://www.ishimi.jp

/
①月・火・水・金

②木・土

①9:00～12:00
　17:00～19:00　
②9:00～12:00

医療法人医方会　奥見診療所 大阪市此花区伝法６-３-２-１０１ 一般 ○ 12歳以上 ○ 06-6468-9589
https://www.ihoukai.

jp/okumi-clinic/
①月・火・水・金　

②木・土

①9:00～12:00
　16:30～19:00　
②9:00～12:00

医療法人義方会　大津病院 大阪市此花区酉島２-１-１５ かかりつけ ○ ○ 06-6463-5151
https://www.otsu-

hp.com/

医療法人尚清会　谷本医院 大阪市此花区酉島３-１８-２２ かかりつけ ○ 12歳以上 ○ 06-6469-1077
①月・火・水・金　

②木・土

①9:00～12:00
17:00～20:00　
②9:00～12:00

公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属　酉島診療所 大阪市此花区酉島４-２-３ かかりつけ ○ 06-6461-4459
http://www.k-

hakuaikai.jp/torishim
a/

月～金 13:30～16:30

うえかわ医院 大阪市此花区梅香３-２０-１２ かかりつけ 12歳以上 ○ ○ 06-6462-2353

http://www.konohan
a-

med.or.jp/s11uekaw
a/392/

①月～金
②土

①9:00～12:00
　17:00～19:00
②9:00～12:00

医療法人　宮下医院 大阪市此花区梅香３-２２-１４ かかりつけ 12歳以上 ○ 06-6462-0304

http://www.konohan
a-

med.or.jp/s10miyash
ita/389/

月～土 9:00～12:00

医療法人　森内科 大阪市此花区梅香３-３３-１４ かかりつけ 12歳以上 ○ ○ 06-6460-5671
https://morinaika-

clinic.com/
①月・火・水・金　

②木・土

①9:30～12:00　
17:00～18:30　
②9:30～12:00

一部一般の受入可


