
「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人　ふしお会　数井医院 563-0017 池田市伏尾台３丁目４番１号伏尾台センター１階
医療法人　瑞称会　くれはの里レディースクリニッ
ク

563-0022 池田市旭丘二丁目４番１７号

医療法人　旭ヶ丘ホリクリニック 563-0022 池田市旭丘二丁目１０番２号
医療法人洋充会　勝田クリニック 563-0023 池田市井口堂一丁目１０番７号
松原内科 563-0025 池田市城南二丁目３番１号グランモン２階２０１号室
原クリニック 563-0025 池田市城南三丁目１番１５－Ｉ棟－１０１－７
市立池田病院 563-0025 池田市城南三丁目１番１８号
さく内科クリニック 563-0026 池田市緑丘２丁目８番１６号池田みどり丘クリニックビ

ル１Ｆ
あくたがわクリニック 563-0029 池田市五月丘２丁目２番２号
中川内科医院 563-0032 池田市石橋１丁目１１番７号
藤谷医院 563-0032 池田市石橋１－２２－１３
医療法人　文月会　原医院 563-0032 池田市石橋４丁目１７番２６号岩松ビル
医療法人　幸雅会　中西クリニック 563-0033 池田市住吉一丁目４番１号
つのおか循環器内科クリニック 563-0048 池田市呉服町１－１－１３６サンシティ池田　１階
医療法人順興会　上條診療所 595-0005 泉大津市森町二丁目３番８号
助松団地診療所 595-0007 泉大津市助松団地３番１１号
医療法人油谷会　油谷クリニック 595-0023 泉大津市豊中町二丁目５番１０号
泉大津市立病院 595-0027 泉大津市下条町１６番１号

〇 医療法人恵幸会　よしはら・すずきクリニック 595-0036 泉大津市昭和町９番２１号　１階
医療法人泉清会　川端医院 595-0041 泉大津市戎町５番９号
川口クリニック 595-0055 泉大津市なぎさ町６番１号５０３きららセンタービル５

階
医療法人吉川会　吉川病院 595-0061 泉大津市春日町２番１０号
医療法人　井庭医院 595-0062 泉大津市田中町２番２４号
医療法人　杉本医院 595-0063 泉大津市本町４－１７
医療法人　やました耳鼻咽喉科クリニック 598-0007 泉佐野市上町三丁目９番６号
医療法人　泉本医院 598-0007 泉佐野市上町一丁目５番１５号
そうしん堂クリニック泉佐野 598-0011 泉佐野市高松北１丁目２番４０号ＧＨビル５階
医療法人ソウ泉会　上仁上田クリニック 598-0011 泉佐野市高松北一丁目６番１０号
医療法人　健徳会　浅井クリニック 598-0032 泉佐野市新安松二丁目２番３６号
医療法人聖愛会　聖愛クリニック 598-0043 泉佐野市大西一丁目１２番１号
あんぶクリニック 598-0046 泉佐野市羽倉崎１丁目１－６２
医療法人桂信会　羽原病院 598-0046 泉佐野市羽倉崎一丁目１番４号
りんくう総合医療センター 598-0048 泉佐野市りんくう往来北２番地の２３
医療法人白雲会　リョーヤコマツクリニック 598-0048 泉佐野市りんくう往来北１番りんくうゲートタワービル

１７階
医療法人　山田外科医院 598-0055 泉佐野市若宮町３番１９号
医療法人康生会　泉佐野優人会病院 598-0063 泉佐野市湊四丁目５番１７号
医療法人四神会　さんみクリニック 598-0071 泉佐野市鶴原１０６５番地の３パトリア１階
医療法人徳洲会　東佐野病院 598-0071 泉佐野市鶴原９６９番１
ひがしの耳鼻咽喉科 598-0071 泉佐野市鶴原五丁目１－３
三好医院 598-0071 泉佐野市鶴原五丁目１番３号
医療法人聖愛会　よしざきクリニック 594-0002 和泉市上町６６１番地の１
なかやま内科医院 594-0005 和泉市幸三丁目１０番３５号
和泉市立和泉診療所 594-0005 和泉市幸二丁目６番３７号
医療法人泉林会　林医院 594-0006 和泉市尾井町一丁目９番１２号
いのうえクリニック 594-0006 和泉市尾井町２丁目８－６
医療法人河和会　河和会病院 594-0013 和泉市鶴山台二丁目４番７号
医療法人紀生会　大島クリニック 594-0023 和泉市伯太町六丁目９番１１号
国頭医院 594-0031 和泉市伏屋町三丁目７番３４号泉北第２ビル１階
医療法人守田会　いぶきの病院 594-0041 和泉市いぶき野四丁目５番１号
医療法人　山田会　やまだ内科クリニック 594-0041 和泉市いぶき野五丁目１番２号ピボ和泉中央２階
よしクリニック 594-0062 和泉市寺田町２丁目２－９
きただ内科クリニック 594-0071 和泉市府中町４丁目１６番８号
医療法人　久我胃腸科内科 594-0071 和泉市府中町七丁目５番３号
和泉市立総合医療センター 594-0073 和泉市和気町四丁目５番１号
医療法人　広知会　長野内科 594-0073 和泉市和気町４丁目８番２３号
医療法人　南大阪ペインクリニック内科坂口医院 594-0083 和泉市池上町一丁目５番２９号
水田内科クリニック 594-0083 和泉市池上町一丁目４番１５号木下Ｙビル２階
医療法人　酉家内科胃腸科クリニック 594-1101 和泉市室堂町８４１－６泉北ビル２階
地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪母子医
療センター

594-1101 和泉市室堂町８４０番地

ふじわら診療所 594-1102 和泉市和田町１５１番地３号
泌尿器科むかいクリニック 594-1105 和泉市のぞみ野２丁目５－１１
医療法人　雄仁会　やよいクリニック 594-1105 和泉市のぞみ野三丁目１２番４１号
はやしクリニック 594-1106 和泉市はつが野三丁目２４番２号
いしわたクリニック　小児科・アレルギー科 594-1106 和泉市はつが野１丁目４９の３
ささき・クリニック 594-1106 和泉市はつが野３丁目１番５号
医療法人　和会　うえひら内科クリニック 594-1106 和泉市はつが野二丁目３番４号
梶浦医院 594-1111 和泉市光明台３丁目４番３号
医療法人橘会　横山医院 594-1136 和泉市仏並町２８７番地
医療法人至善会　えんどうクリニック 594-1151 和泉市唐国町一丁目１３番５７号
和田医院 594-1151 和泉市唐国町３丁目１２－１０

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
原田内科クリニック 594-1153 和泉市青葉台二丁目１９番２号
医療法人京優会　谷川記念病院 567-0031 茨木市春日１丁目１６番５９号
医療法人　中尾内科クリニック 567-0031 茨木市春日四丁目１０番４号リヴェール春日１階
医療法人　西部クリニック 567-0031 茨木市春日一丁目１番３号
社会医療法人祐生会　茨木みどりヶ丘病院 567-0034 茨木市中穂積３丁目２番４１号
社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会茨木病院 567-0035 茨木市見付山二丁目１番４５号
医療法人　船戸医院 567-0041 茨木市下穂積二丁目９番１７号
医療法人友紘会　友紘会総合病院 567-0058 茨木市西豊川町２５番１号
医療法人寛佳会　谷口内科循環器クリニック 567-0063 茨木市中河原町１１番３９号
まちでらクリニック 567-0065 茨木市上郡二丁目１３番１４号ＧＯＤＡ　Ｃ＆Ｅビル３

階
医療法人　聖クリニック 567-0072 茨木市郡三丁目２８番２８号
医療法人光惠会　恵愛クリニック 567-0085 茨木市彩都あさぎ１丁目２番１号
きはら内科クリニック 567-0803 茨木市中総持寺町９番１号高尾ビル３階
医療法人　栗原医院 567-0810 茨木市宮元町１番１５号
きずな友愛クリニック 567-0816 茨木市永代町６番２１号
医療法人　やまもとクリニック 567-0816 茨木市永代町７番１０号川崎ビル２階
医療法人ベルフィーヌ　岡本医院 567-0821 茨木市末広町５番２号アルカディア茨木末広町１・２・

３階
医療法人　じんないクリニック 567-0824 茨木市中津町５番３号
医療法人崇孝会　北摂クリニック 567-0826 茨木市大池一丁目１０番３７号
うめだクリニック 567-0828 茨木市舟木町２番４号グロウ茨木駅前ビル３階３０１号
つきやまクリニック 567-0829 茨木市双葉町８－８双葉マンション１０１
医療法人　愛心会　いまい内科ハートクリニック 567-0829 茨木市双葉町９－２０
医療法人　瑠璃会　岩﨑正洋クリニック 567-0831 茨木市鮎川三丁目９番３１号
医療法人辰恵会　辰見クリニック 567-0832 茨木市白川二丁目１番５号アドバン１階
篠永医院 567-0851 茨木市真砂一丁目２番３６号
医療法人　髙島整形外科 567-0868 茨木市沢良宜西一丁目１３番２２号
医療法人　創康会　岸本クリニック 567-0868 茨木市沢良宜西一丁目４番１０号ノベルティ南茨木１階
たつみ内科クリニック 567-0872 茨木市新中条町１番３０号ビエラ茨木新中条２階
よしだ内科 567-0872 茨木市新中条町１２番２４号
はしづめ内科 567-0876 茨木市天王二丁目６番７号エルディ南茨木２階
医療法人　たに医院 567-0876 茨木市天王二丁目８番２７号
医療法人医泉会　かしまクリニック 567-0877 茨木市丑寅二丁目１番６号天王医療ビル２階
いしが城谷クリニック 567-0883 茨木市大手町１２番３号
医療法人一晃会　おおたに内科医院 567-0887 茨木市西中条町１番２２号エンゼルウチダ１階
大河内医院 567-0888 茨木市駅前三丁目１番３号東伸ビル２階
こうもと内科・小児科クリニック 567-0891 茨木市水尾三丁目１６番２８号メデミックス茨木水尾２

階
医療法人　はんだクリニック 567-0895 茨木市玉櫛一丁目１５番８号メゾン・プルミエール１階
立命館いばらき診療所 567-8570 茨木市岩倉町２－１５０
医療法人医泉会　きよたにクリニック 568-0097 茨木市泉原６番１号
医療法人　辛川医院 589-0006 大阪狭山市金剛二丁目１３番１８号
医療法人　今井クリニック 589-0006 大阪狭山市金剛二丁目１２番１８号
おざさクリニック 589-0007 大阪狭山市池尻中３丁目１－５
医療法人　今井内科小児科医院 589-0008 大阪狭山市池尻自由丘一丁目３番２４号
西山クリニック 589-0008 大阪狭山市池尻自由丘３－１－７
社会医療法人さくら会　さくら会病院 589-0011 大阪狭山市半田５－２６１０－１
医療法人樫本会　樫本病院 589-0012 大阪狭山市東茱萸木四丁目１１５１
わかきクリニック 589-0013 大阪狭山市茱萸木五丁目７４１番地の１
医療法人　とうだクリニック 589-0022 大阪狭山市西山台一丁目１３番４号
医療法人正雅会　辻本病院 589-0031 大阪狭山市池之原二丁目１１２８番地の２
近畿大学病院 589-8511 大阪狭山市大野東３７７番地の２
医療法人瑞和会　ラッフルズメディカル大阪クリ
ニック

530-0001 大阪市北区梅田２丁目５番２５号梅田阪神第１ビルディ
ング４階

〇 兵庫医科大学　梅田健康医学クリニック 530-0001 大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワー
ズ・サウス１３階

医療法人　ガクト会　ナグモクリニック大阪 530-0001 大阪市北区梅田２丁目６－２０パシフィックマークス西
梅田１４階

医療法人咲栄会　梅田内科ファミリークリニック 530-0001 大阪市北区梅田１丁目８番１６号ヒルトンプラザイース
ト５階

医療法人伯鳳会　大阪中央病院 530-0001 大阪市北区梅田３－３－３０
一般財団法人関西労働保健協会　附属アクティ診療
所

530-0001 大阪市北区梅田三丁目１番１号サウスゲートビル１７階

ＪＯＨメディカルクリニック 530-0002 大阪市北区曽根崎新地一丁目４番２０号桜橋ＩＭビル２
Ｆ

田中内科 530-0004 大阪市北区堂島浜二丁目１番３号堂島クレイドルビル２
階

石上クリニック 530-0005 大阪市北区中之島三丁目３番２３号中之島ダイビル２６
１１号

加納内科 530-0005 大阪市北区中之島六丁目２番２７号中之島センタービル
１８階

一般財団法人　住友病院 530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号
医療法人三慧会　ＨＯＲＡＣグランフロント大阪ク
リニック

530-0011 大阪市北区大深町３番１号グランフロント大阪タワーＢ
１５階

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人錦秀会　インフュージョン（点滴）クリ
ニック

530-0011 大阪市北区大深町３番１号グランフロント大阪　タワー
Ｂ　９階

医療法人奏仁会　大阪梅田紳士クリニック 530-0012 大阪市北区芝田二丁目１番１８号西阪急ビルＢ１Ｆ
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会中
津病院

530-0012 大阪市北区芝田二丁目１０番３９号

浜口クリニック 530-0012 大阪市北区芝田一丁目１番２７号サセ梅田ビル６階７階
８階

梅田サンメンタルクリニック 530-0013 大阪市北区茶屋町３番１号三晃ビル２０５
医療法人ケイズ会　茶屋町レディースクリニック分
院

530-0013 大阪市北区茶屋町１２番６号エスパシオン梅田ビル７階

東本内科 530-0013 大阪市北区茶屋町３－１三晃ビル２Ｆ
医療法人ケイズ会　茶屋町レディースクリニック 530-0013 大阪市北区茶屋町２番１９号ＪＰＲ茶屋町ビル４階
医療法人　近藤クリニック 530-0013 大阪市北区茶屋町１番２７号ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル

１階
心療内科　つばくろ診療所 530-0014 大阪市北区鶴野町１－３安田ビル３階
にしひら内科クリニック 530-0015 大阪市北区中崎西１丁目４番２４号
医療法人　近藤クリニック　梅田東血液浄化クリ
ニック

530-0016 大阪市北区中崎一丁目２番２５号

梅田阪急ビルクリニック 530-0017 大阪市北区角田町８番１号大阪梅田ツインタワーズ・
ノース内２１階

医療法人　大歳内科 530-0017 大阪市北区角田町８番４７号阪急グランドビル２２階
富野医院 530-0022 大阪市北区浪花町１４番３５号
医療法人　真生会　ラジオロジークリニック扇町 530-0026 大阪市北区神山町１番７号　アーバネックス神山町ビル

２Ｆ
医療法人　石井クリニック 530-0031 大阪市北区菅栄町１０番１２号
安達クリニック 530-0037 大阪市北区松ケ枝町１－３いちご南森町ビル１階
太田診療所 530-0041 大阪市北区天神橋六丁目２番１４号
医療法人　天神橋ゆかこレディースクリニック 530-0041 大阪市北区天神橋六丁目６番１１号エレガントビル大阪

２階
医療法人　山尾診療所 530-0041 大阪市北区天神橋二丁目４番２２号
医療法人　眞鳳会　福効医院 530-0041 大阪市北区天神橋６丁目３－１６朝日生命天六ビル３Ｆ
天神橋みやたけクリニック 530-0041 大阪市北区天神橋３丁目２番１３号大阪謄写館ビル２階
医療法人　佐藤内科クリニック 530-0041 大阪市北区天神橋四丁目６番１４号亀甲ビル１階
わかい内科・循環器科 530-0041 大阪市北区天神橋六丁目６番４号平蔵ビル３階
いきいきクリニック 530-0046 大阪市北区菅原町１０－３２ＤＡＩＸ西天満　３Ｆ
センプククリニック 530-0047 大阪市北区西天満四丁目６番１４号
東梅田かなもりクリニック 530-0051 大阪市北区太融寺町６－８阪急産業梅田ビル９Ｆ
医療法人　太融寺町谷口医院 530-0051 大阪市北区太融寺町４番２０号すてらめいとビル４階
医療法人見宜堂　梅田血管外科クリニック 530-0057 大阪市北区曽根崎二丁目１番１２号国道ビル５Ｆ
大ビル湯徳医院 530-6105 大阪市北区中之島３丁目３－２３
公益財団法人田附興風会　医学研究所北野病院 530-8480 大阪市北区扇町二丁目４番２０号
医療法人　朋詠会　たむらクリニック 531-0041 大阪市北区天神橋八丁目９番１０号
樋口医院 531-0062 大阪市北区長柄中一丁目６番６号
みなとクリニック 531-0063 大阪市北区長柄東一丁目４番さざなみプラザ第２　２４

号棟１０２
医療法人美和会　平成クリニック 531-0071 大阪市北区中津一丁目１１番６号小山ビル１階
ヤマダ医院 531-0072 大阪市北区豊崎五丁目６番１０号商業ビル１階１０３号

室
イークリニック 531-0073 大阪市北区本庄西一丁目１３番１５号ナオミビル１階
みずのクリニック 531-0074 大阪市北区本庄東２丁目１０番２１号メゾンドアヴェル

Ⅳ１階
大阪ヘルスケアクリニック 531-0074 大阪市北区本庄東１丁目２２番１号
医療法人至心会　整形外科もりたクリニック 531-0074 大阪市北区本庄東二丁目１番２３号
医療法人恵生会　吉本診療所 531-0076 大阪市北区大淀中三丁目２番１２号
吉村内科クリニック 532-0002 大阪市淀川区東三国二丁目３８番３号トーヨーハイロン

ビル１階
医療法人康木会　木戸クリニック 532-0002 大阪市淀川区東三国三丁目１０－３プライムハイツ新大

阪２０５
医療法人　新生クリニック 532-0002 大阪市淀川区東三国四丁目１５番１３号
医療法人なごみ会　恵理子内視鏡クリニック 532-0003 大阪市淀川区宮原一丁目６番１号新大阪ブリックビル２

階
医療法人　磯貝内科 532-0003 大阪市淀川区宮原二丁目２番３号
のぞみハートクリニック 532-0003 大阪市淀川区宮原３－５－３６新大阪トラストタワー１

Ｆ
医療法人弘正会　ふくだ内科クリニック 532-0003 大阪市淀川区宮原一丁目６番１号新大阪ブリックビル２

階
田中クリニック 532-0005 大阪市淀川区三国本町３丁目９－３７
おばやしクリニック 532-0005 大阪市淀川区三国本町三丁目３７番３５号　３０５号

ヴュール阪急三国　３階
医療法人　立栄会　たてわき内科・循環器内科クリ
ニック

532-0005 大阪市淀川区三国本町２丁目１３－２マックスバリュ淀
川三国店２階

公益財団法人　淀川勤労者厚生協会附属　ファミ
リークリニックあい

532-0006 大阪市淀川区西三国１丁目３番２９号ファルマプランビ
ル２階

医療法人　はるなクリニック 532-0006 大阪市淀川区西三国１－３－１３－２０２
貴生病院 532-0006 大阪市淀川区西三国一丁目１８番４号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
馬場内科クリニック 532-0011 大阪市淀川区西中島一丁目１３番８号Ｎ’ｓＦｉｒｓｔ

Ｉ２Ｍ－１０２号室
医療法人敬節会　西中島クリニック 532-0011 大阪市淀川区西中島三丁目２番１１号
久保クリニック 532-0012 大阪市淀川区木川東１－１１－１９
医療法人祐心会　うえだクリニック 532-0013 大阪市淀川区木川西二丁目６番３号
医療法人こころのオアシス　淀川こころのクリニッ
ク

532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目９番１０号　十三駅前医療ビ
ル５階５０２

かわさき内科 532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目７番１７号，２階
よどがわ内科クリニック 532-0023 大阪市淀川区十三東２丁目９番１０号十三駅前医療ビル

２階
かわばたレディスクリニツク 532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目５番１５号アーリーアーク１

階
医療法人秀壮会　第２秀壮会クリニック 532-0024 大阪市淀川区十三本町一丁目１２番１５号
医療法人晋晃会　ちはるクリニック 532-0024 大阪市淀川区十三本町二丁目１番２６号十三ＮＬＣビル

５階
医療法人　きぬがわ内科循環器内科 532-0025 大阪市淀川区新北野３丁目１２番７号
いまい医院 532-0026 大阪市淀川区塚本一丁目７番１４号
渡辺医院 532-0026 大阪市淀川区塚本二丁目１０番１４号
医療法人　隅倉クリニック 532-0026 大阪市淀川区塚本五丁目６番１７号前原ビル１階
医療法人　和田内科 532-0026 大阪市淀川区塚本四丁目３番３号
秀壮会クリニック 532-0026 大阪市淀川区塚本二丁目１９番１２号
星医院 532-0028 大阪市淀川区十三元今里２－１３－１６
公益財団法人淀川勤労者厚生協会　附属ファミリー
クリニックなごみ

532-0031 大阪市淀川区加島四丁目２番１７号

医療法人　大西クリニック 532-0032 大阪市淀川区三津屋北一丁目５番２０号
医療法人紘祥会　日置クリニック 532-0033 大阪市淀川区新高三丁目１０番１４号
大阪市立十三市民病院 532-0034 大阪市淀川区野中北２丁目１２番２７号
医療法人昌貴会　かわせ小児科 533-0001 大阪市東淀川区井高野二丁目５番８号井高野中央ビル２

階
医療法人憲諒会　真鍋医院 533-0001 大阪市東淀川区井高野三丁目３番６１号
土屋医院 533-0002 大阪市東淀川区北江口４丁目２１番１３号
医療法人　新徳会　新居脳神経外科クリニック 533-0004 大阪市東淀川区小松一丁目３番１５号アベニュー小松ビ

ル１Ｆ
医療法人　啓松会　飯原医院 533-0004 大阪市東淀川区小松三丁目５番３１号
玉谷クリニック 533-0004 大阪市東淀川区小松一丁目７番１５号
医療法人英樹会　寺脇クリニック 533-0005 大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番３号エムステーション

ビル１階
医療法人聖心会　清水クリニック 533-0005 大阪市東淀川区瑞光一丁目４番２６号
井上内科 533-0006 大阪市東淀川区上新庄二丁目８番２３号
医療法人順心会　藤本クリニック 533-0013 大阪市東淀川区豊里五丁目２１番１５号
医療法人和光会　光井診療所 533-0013 大阪市東淀川区豊里六丁目４番１４号
作医院 533-0014 大阪市東淀川区豊新四丁目２６番６号
医療福祉生活協同組合おおさか　コープこぶし通り
診療所

533-0014 大阪市東淀川区豊新一丁目３番１号

たなかクリニック 533-0014 大阪市東淀川区豊新一丁目１番１号
医療法人至心会　整形外科きたクリニック 533-0014 大阪市東淀川区豊新五丁目１８番２号メゾングレース１

階
医誠会病院 533-0022 大阪市東淀川区菅原六丁目２番２５号
医療法人　康純会　赤井クリニック 533-0022 大阪市東淀川区菅原七丁目１０番７号クレールスガハラ

Ｂ棟１０１号
ごとう内科・消化器内科 533-0023 大阪市東淀川区東淡路４－１７－１７－３Ｆ・４Ｆ
岡部内科クリニック 533-0023 大阪市東淀川区東淡路四丁目１０番２号
宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号

医療法人　中城クリニック 533-0031 大阪市東淀川区西淡路四丁目２５番７０号
松岡医院 533-0032 大阪市東淀川区淡路五丁目１番１９号松岡医療ビル１階
医療法人蓮華友愛会　矢本診療所 533-0032 大阪市東淀川区淡路４－７－９ベンセドール淡路４階
Ｄｏｃｔｏｒ’ｓ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　診療所 533-0033 大阪市東淀川区東中島１丁目２１－３１－２０５
中井医院 533-0033 大阪市東淀川区東中島二丁目２０番７号シュウライフ新

大阪１階
医療法人福愛会　いんべ診療所 534-0001 大阪市都島区毛馬町一丁目８番４号
こさか内科・内視鏡内科 534-0001 大阪市都島区毛馬町２－１－１４
医療法人新明会　神原病院 534-0011 大阪市都島区高倉町一丁目１０番５号
得能クリニック 534-0011 大阪市都島区高倉町一丁目１１番３号クオーレＶＥＧＡ

Ⅱ１階
医療法人　伊原クリニック 534-0011 大阪市都島区高倉町２丁目１番４号ＭＥＣビル３階
田渕医院 534-0012 大阪市都島区御幸町二丁目５番３号
医療法人けやき会　やぎクリニック 534-0013 大阪市都島区内代町一丁目２番３２号サンシャイン８８

１階
医療法人浩佑会　ごとう内科クリニック 534-0015 大阪市都島区善源寺町２丁目２番２２号善源寺メディカ

ルモール２階
医療法人梅本会　梅本耳鼻咽喉科 534-0015 大阪市都島区善源寺町一丁目５番５４号都島高砂ビル３

階
医療法人　たにクリニック 534-0016 大阪市都島区友渕町三丁目４番２２－１０４号
ふみもとクリニック 534-0016 大阪市都島区友渕町２丁目１５－７ＭＹＳビル２階

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人　医聖会　玉城クリニック 534-0021 大阪市都島区都島本通一丁目２１番２２号メディコート

２階
大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通２丁目１３－２２
医療法人誠翠会　いわた耳鼻咽喉科アレルギー科ク
リニック

534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目２０番３号

ひげクリニック 534-0021 大阪市都島区都島本通３丁目２４番６号西田ビル１階
医療福祉生活協同組合おおさか　都島クリニック 534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目１７番１０号
遠藤クリニック 534-0021 大阪市都島区都島本通３丁目１６番１０号福祉ビル１階
橋爪医院 534-0022 大阪市都島区都島中通三丁目４番５号ロイヤルハイム一

冨士１階１０１
医療法人桜希会　東朋病院 534-0023 大阪市都島区都島南通二丁目８番９号
京橋駅前クリニック 534-0024 大阪市都島区東野田町５丁目２－２９サンパティオビル

１階
医療法人正正会　分野病院 534-0024 大阪市都島区東野田町五丁目３番３３号
鈴木内科クリニック 534-0024 大阪市都島区東野田町二丁目９番７号Ｋ２ビル１階
医療法人社団宏久会　泉岡医院 534-0024 大阪市都島区東野田町五丁目５番８号
医療法人　紀光会　平井クリニック 534-0027 大阪市都島区中野町五丁目１３番４号タワープラザアベ

ニュー１階
医療法人景友会　金沢外科胃腸科肛門科 535-0002 大阪市旭区大宮一丁目２０番１９号
医療法人　焦クリニック 535-0002 大阪市旭区大宮四丁目９番３９号
医療法人　桜医会　さくらクリニック 535-0002 大阪市旭区大宮一丁目１３番９号
中野診療所 535-0003 大阪市旭区中宮四丁目５番１９号
いくえ城北公園クリニック 535-0004 大阪市旭区生江３丁目２８番２７号メディカルウェル

フェアガーデン１Ｆ
医療法人輝晃会　北村医院 535-0005 大阪市旭区赤川四丁目１７番５号
政近診療所 535-0011 大阪市旭区今市１－１１－１１
宮﨑医院 535-0012 大阪市旭区千林二丁目８番１４号
医療法人創健会　めぐみ内科小児科クリニック 535-0012 大阪市旭区千林二丁目１４番２４号
医療法人　たにぐちクリニック 535-0013 大阪市旭区森小路二丁目３番２７号サンハイツ１階
医療法人圭香会　梅嵜クリニック 535-0021 大阪市旭区清水五丁目１３番２２号
医療法人　賀陽会　かよう内科・小児科 535-0021 大阪市旭区清水四丁目３番２９号
清水クリニック 535-0021 大阪市旭区清水三丁目２７番１４号グラン・ピア稲津１

階
医療法人清水会　ミズノ胃腸科、内科、外科診療所 535-0022 大阪市旭区新森三丁目３番３１号
うえはら内科クリニック 535-0031 大阪市旭区高殿４丁目２２番３４号高殿タウンビル１階
医療法人　公知会　福田クリニック 535-0031 大阪市旭区高殿四丁目１９番１号
医療法人　上野外科 536-0001 大阪市城東区古市二丁目３番２５号
社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会野江病院 536-0001 大阪市城東区古市１丁目３番２５号
社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ病院 536-0001 大阪市城東区古市一丁目２０番８５号
植月診療所 536-0002 大阪市城東区今福東３丁目５番６号メディカルモール今

福３階
蒲生４丁目クリニック 536-0004 大阪市城東区今福西１丁目９番３号メディカルアベ

ニュー城東５Ｆ
柿本耳鼻咽喉科 536-0004 大阪市城東区今福西三丁目８番２２号
医療法人　香仁会　鯰江内科クリニック 536-0004 大阪市城東区今福西二丁目１０番１８号
医療法人澄心会　いでぐち医院 536-0004 大阪市城東区今福西三丁目７番２８号富士谷ＢＬＤ２Ｆ
医療法人　林クリニック 536-0004 大阪市城東区今福西一丁目１２番３号
医療法人　みつば会　はしもと内科循環器内科クリ
ニック

536-0004 大阪市城東区今福西２丁目６番６号グランピア今福１階

医療法人慶春会　福永記念診療所 536-0005 大阪市城東区中央１丁目９番３３号泉秀園城東ビル２階
東大阪病院附属クリニック 536-0005 大阪市城東区中央一丁目７番８号リアン中央１階Ｄ号
医療法人上善会　にしじまファミリークリニック 536-0005 大阪市城東区中央二丁目１３番１９号ＹＫマンション１

階
野江内代クリニック 536-0006 大阪市城東区野江四丁目１番８号　コスモテール城北１

０１号室
医療法人　伊東内科クリニック 536-0006 大阪市城東区野江四丁目１０番２２号
やながわ内科クリニック 536-0007 大阪市城東区成育２丁目１３番２７号クリニックステー

ション野江２Ｆ－Ａ
医療法人翠真会　のえ皮膚科クリニック 536-0007 大阪市城東区成育１丁目２番３０号
いわた脳神経外科クリニック 536-0007 大阪市城東区成育２丁目１３番２７号クリニックステー

ション野江１－Ｂ
医療法人　北山内科クリニック 536-0007 大阪市城東区成育１丁目１番１２号
医療法人　若松医院 536-0007 大阪市城東区成育五丁目８番１５号
医療福祉生活協同組合おおさか　のえ生協診療所 536-0007 大阪市城東区成育四丁目２９番５号
医療法人啓春会　いけじり内科外科クリニック 536-0008 大阪市城東区関目六丁目７番８号
医療法人　福田クリニック 536-0008 大阪市城東区関目一丁目３番１１号
医療法人池岡診療所　池岡クリニック 536-0008 大阪市城東区関目一丁目１８番１３号
医療法人　高田医院 536-0008 大阪市城東区関目一丁目１３番１７号
医療法人　博仁会　たけ内科クリニック 536-0013 大阪市城東区鴫野東二丁目１２番１７号
医療法人福肇会　正木脳神経外科クリニック 536-0016 大阪市城東区蒲生二丁目９番７号
大西診療所 536-0021 大阪市城東区諏訪四丁目１７番１号
おおにし内科・小児科 536-0021 大阪市城東区諏訪１丁目１６番４号
医療法人　山中医院 536-0021 大阪市城東区諏訪一丁目３番１号
福島脳外科クリニック 536-0021 大阪市城東区諏訪四丁目３番６号ケインズ深江橋１階
おのい深江橋診療所 536-0022 大阪市城東区永田四丁目１１番１４号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 5/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人志源会　いわもと内科クリニック 536-0024 大阪市城東区中浜三丁目１４番１５号
たるみファミリークリニック 536-0024 大阪市城東区中浜３丁目２４番７号Ｍ＆Ｃビル３階
医療法人社団　さわみ内科クリニック 537-0001 大阪市東成区深江北２丁目２番３号
土谷内科医院 537-0002 大阪市東成区深江南一丁目１６番２６号
医療法人　みゆき会　よつ葉クリニック 537-0012 大阪市東成区大今里三丁目１４番２３号
医療福祉生活協同組合おおさか　いまざと診療所 537-0012 大阪市東成区大今里一丁目２３番１２号
医療法人　まえだクリニック 537-0012 大阪市東成区大今里４丁目２７番１５号
公道会病院 537-0013 大阪市東成区大今里南五丁目４番９号
医療法人　えびす会　えびすクリニック 537-0013 大阪市東成区大今里南１丁目１番２３号ノアーズアーク

今里駅前１０３号室
富畑内科クリニック 537-0014 大阪市東成区大今里西３丁目２番６８号
医療法人　大野医院 537-0014 大阪市東成区大今里西一丁目１７番２６号
すがま呼吸器内科・整形外科 537-0021 大阪市東成区東中本２丁目１５－２
医療法人正澪会　林クリニック 537-0021 大阪市東成区東中本三丁目１３番１５号
医療法人　西井クリニック 537-0021 大阪市東成区東中本二丁目１６番２８号中央ビル２階
前田診療所 537-0021 大阪市東成区東中本二丁目１６番１９号ロイヤル・ラ

フィーネ１階
医療法人　大庭医院 537-0023 大阪市東成区玉津二丁目１４番２９号
はた整形外科・内科・リウマチ科 537-0024 大阪市東成区東小橋一丁目９番１９号ＪＲ玉造駅ＮＫビ

ル３Ｆ
医療法人　岩本診療所 537-0024 大阪市東成区東小橋１丁目２番１１号
医療法人隆福会　福川内科クリニック 537-0024 大阪市東成区東小橋三丁目１７番７号
うえのメンタルクリニック 537-0024 大阪市東成区東小橋一丁目９番１９号ＪＲ玉造駅ＮＫビ

ル６Ｆ
たまつくりクリニック 537-0025 大阪市東成区中道三丁目１６番１５号ソレアード玉造１

階
医療法人深田会　村尾医院 537-0025 大阪市東成区中道二丁目２５番１０号
医療法人葉月会　吉田クリニック 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目７番１０号
医療法人　川上医院 538-0034 大阪市鶴見区徳庵一丁目１番６４号
いまにし医院 538-0035 大阪市鶴見区浜五丁目南１番１３号モンピエース１階
医療法人　くすの木会　かたやまクリニック 538-0043 大阪市鶴見区今津南一丁目５番３９号
すなみ内科クリニック 538-0044 大阪市鶴見区放出東三丁目２１番５０号ＪＲ放出駅ＮＫ

ビル２０１
医療法人　晃和会　北田医院 538-0044 大阪市鶴見区放出東二丁目４番１号
藍の都脳神経外科病院 538-0044 大阪市鶴見区放出東二丁目２１番１６号
医療法人　ＮＴ鶴見クリニック 538-0051 大阪市鶴見区諸口五丁目浜６番２１号
医療法人　泰恵会　しばさきクリニック 538-0051 大阪市鶴見区諸口１丁目６番１９号
医療法人　いしだ会　いしだ整形外科クリニック 538-0051 大阪市鶴見区諸口四丁目７番７号メゾン交楽園参番館
医療法人　三島クリニック 538-0052 大阪市鶴見区横堤二丁目２３番７号ＮＹＰビル５階
医療法人　安住医院 538-0052 大阪市鶴見区横堤一丁目１番５号
医療法人　駿真会　髙野医院 538-0052 大阪市鶴見区横堤５丁目５番６０号
医療法人仁和会　和田病院 538-0052 大阪市鶴見区横堤三丁目１０番１８号
医療法人豊友会　鶴見診療所 538-0053 大阪市鶴見区鶴見３丁目５番１９号ＬＡＮＤＭＡＲＫ鶴

見１階
社会医療法人盛和会　本田病院 538-0053 大阪市鶴見区鶴見４－１－３０
小林医院 538-0053 大阪市鶴見区鶴見四丁目１１番６６号
医療福祉生活協同組合おおさか　コープおおさか病
院

538-0053 大阪市鶴見区鶴見三丁目６番２２号

大阪鶴見ひなた内科・在宅クリニック 538-0054 大阪市鶴見区緑１丁目１１－３ベルデカーサ１Ｆ、２Ｆ
たがや内科 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１番３０号ビエラ森ノ宮

３Ｆ
こいえ内科医院 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番７０号もりのみや

キューズモールＢＡＳＥ２Ｆ
独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 540-0006 大阪市中央区法円坂二丁目１番１４号
医療法人社団秀博会　マサキここちクリニック 540-0008 大阪市中央区大手前三丁目１番４３号大阪府新別館南館

３階
ゴゥクリニック 540-0008 大阪市中央区大手前１丁目６－４リップル天満橋ビル２

Ｆ・３Ｆ
国家公務員共済組合連合会　大手前病院 540-0008 大阪市中央区大手前一丁目５番３４号
一般財団法人　大阪府警察職員互助会診療所 540-0008 大阪市中央区大手前三丁目１番１１号大阪府警察本部内
医療法人美咲会　ふくずみ皮フ科形成外科 540-0012 大阪市中央区谷町一丁目５番６号サンユー天満橋ビル３

階
大宮診療所 540-0016 大阪市中央区神崎町４番５号田中ビル１階
ながの内科クリニック 540-0036 大阪市中央区船越町二丁目２番１６号ベルメゾン１０２

号
なかじまちあき内科クリニック 540-0037 大阪市中央区内平野町一丁目１番８号エレハントビル７

階
大阪国税局診療所 540-8541 大阪市中央区大手前一丁目５番６３号大阪合同庁舎第３

号館４階
よどやばしメディカルクリニック 541-0041 大阪市中央区北浜三丁目５番地２０号松栄ビル４階
片岡医院 541-0042 大阪市中央区今橋三丁目２番１７号緒方ビル１階
医療法人　華風会　ザ・北浜タワー耳鼻咽喉科皮膚
科クリニック

541-0043 大阪市中央区高麗橋一丁目７番３号Ｔｈｅ　ｋｉｔａｈ
ａｍａ　ＰＬＡＺＡ３階

曲直部クリニック 541-0044 大阪市中央区伏見町二丁目５番７号岡田伏見町ビル２階
一般財団法人　大阪府結核予防会相談診療所 541-0045 大阪市中央区道修町四丁目６番５号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 6/23
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
トミタクリニック 541-0047 大阪市中央区淡路町四丁目７番２号
ＡＭＡ　Ｃｌｉｎｉｃ　淡路町院 541-0047 大阪市中央区淡路町３－２－１３ＺｅＬＫＯＶＡ　ＱＵ

ＡＴＴＲＯ　３Ｆ
医療法人大織会　大織診療所 541-0048 大阪市中央区瓦町二丁目６番９号大織健保会館２階・３

階
トヨタクリニック 541-0051 大阪市中央区備後町二丁目１番１号第二野村ビル地下１

階
はたらく人・学生のメンタルクリニック 541-0053 大阪市中央区本町一丁目５番６号大阪山甚ビル３Ｆ
堺筋本町内科歯科クリニック 541-0053 大阪市中央区本町一丁目８番１２号オーク堺筋本町ビル

１Ｆ
医療法人美明会　本町林クリニック 541-0053 大阪市中央区本町三丁目２番６号イケガミサウスビル１

階
オカダクリニック 541-0053 大阪市中央区本町二丁目３番４号アソルティ本町１階－

Ａ
医療法人厚匠会　うえだ医院 541-0053 大阪市中央区本町四丁目２番１２号野村不動産御堂筋本

町ビル４階
安部医院 541-0056 大阪市中央区久太郎町３丁目５番１７号リバティ御堂筋

本町ビル１０階
クマタカ小林クリニック 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町３丁目６番１１号
医療法人　政明会　春次医院 541-0059 大阪市中央区博労町二丁目６番１号
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪国際がん
センター

541-8567 大阪市中央区大手前３丁目１番６９号

もり内科皮膚科クリニック 542-0012 大阪市中央区谷町６丁目４－１４　メルベーユ谷町１階
医療法人大峯会　高山診療所 542-0012 大阪市中央区谷町九丁目３番１１号東谷町ビル２階
医療法人保健厚生会　佐伯クリニック 542-0062 大阪市中央区上本町西五丁目３番９号

〇 松屋町みやけクリニック 542-0067 大阪市中央区松屋町３番２３号松屋タワー２階
医療法人医祐会　やまぐちクリニック 542-0073 大阪市中央区日本橋１丁目３番１号三共日本橋ビル４階
なんばＪクリニック 542-0076 大阪市中央区難波１丁目４－３難波チャンプビル５階
医療法人太讃会　つるみクリニック 542-0076 大阪市中央区難波四丁目２番４号いちご御堂筋ビル６階
医療法人　寺内クリニック 542-0077 大阪市中央区道頓堀一丁目東５番５号
じょうまえクリニック 542-0081 大阪市中央区南船場１丁目９－１ワイケー南船場ビル２

階
牟田耳鼻咽喉科医院 542-0081 大阪市中央区南船場二丁目５番９号
藤井クリニック 542-0081 大阪市中央区南船場四丁目１３番１１号ミフネビル５階
医療法人　藤広育生会　ふじたクリニック 542-0082 大阪市中央区島之内二丁目１１番２０号島之内ビル２階
小畠クリニック 542-0083 大阪市中央区東心斎橋二丁目５番２７号幸田ビル３Ｆ
医療法人　夢生会　ＹＭメトロクリニック 542-0084 大阪市中央区宗右衛門町２番１３号メトロポリタンビル

１階
医療法人　アサイクリニック 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋２丁目３番２４号ジャパンライフ

ビル３階
安田クリニック 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋一丁目４番７号
医療法人飛心会　なんばくろとびハートクリニック 542-0086 大阪市中央区西心斎橋２丁目３－２御堂筋ミナミビル６

階
ＯＷＬクリニック 542-0086 大阪市中央区西心斎橋１－９－２８リーストラクチャー

西心斎橋ビル３１９号
中石医院 543-0001 大阪市天王寺区上本町六丁目２番２６号大和上六ビル２

階
めぐみ内科ハートクリニック 543-0001 大阪市天王寺区上本町６丁目４－１２
医療法人富喜会　おおさき内科クリニック 543-0001 大阪市天王寺区上本町六丁目９番２１号フュージョンプ

ラスビル１階
医療法人　亥埜クリニック 543-0001 大阪市天王寺区上本町六丁目９番１７号上六日光ビル２

階
医療法人瑞穂会　ともの木クリニック 543-0011 大阪市天王寺区清水谷町７番９号
医療法人　中村医院 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町４番３号
医療法人元仁会　こすぎ内科クリニック 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町３番９号八光ビル５階
医療法人山勝会　ほがらかクリニック 543-0021 大阪市天王寺区東高津町９番１１号
医療法人松徳会　桃山クリニック 543-0027 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番２２号ＶＩＴＡ　ＭＯＭＯ

ＹＡＭＡ　２階
医療法人太雅会　辻賢太郎クリニック 543-0027 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２号－２０２
医療法人　谷口クリニック 543-0033 大阪市天王寺区堂ケ芝二丁目１３番２０号堂ケ芝ビル
社会医療法人警和会　大阪警察病院 543-0035 大阪市天王寺区北山町１０－３１
上本町わたなべクリニック 543-0037 大阪市天王寺区上之宮町１番１５号ハピネス上六１０１
吉田耳鼻咽喉科 543-0042 大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番１号ＭＩビル６階
医療法人　上田内科クリニック 543-0042 大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番１４号修和ビル２階
森田内科クリニック 543-0043 大阪市天王寺区勝山一丁目６番２８号セレネ１階
医療法人　弘仁会　可児医院 543-0051 大阪市天王寺区四天王寺一丁目５番４５号
寺田町ナカムラクリニック 543-0052 大阪市天王寺区大道四丁目１０番１５号ＮＫＭ－１ビル

１０１号室
社会福祉法人四天王寺福祉事業団　四天王寺病院 543-0052 大阪市天王寺区大道一丁目４番４１号
医療法人　榊原クリニック 543-0052 大阪市天王寺区大道三丁目５番１０号ブルージュ天王寺

１０１号室
医療法人正啓会　西下胃腸病院 543-0053 大阪市天王寺区北河堀町４番１５号
浜口皮ふ科形成外科天王寺 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町１０番４８号天王寺ミオプラザ

館６階
大阪赤十字病院 543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 7/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人同仁会　松崎病院 544-0001 大阪市生野区新今里七丁目４番８号
医療法人白百合会　白百合診療所 544-0001 大阪市生野区新今里四丁目３番４号
医療法人鴻尚会　西牧医院 544-0001 大阪市生野区新今里五丁目１番４号　１Ｆ
医療法人　杉村内科クリニック 544-0003 大阪市生野区小路東三丁目３番７号
かねむらクリニック 544-0004 大阪市生野区巽北２丁目１３－８
医療法人育和会　育和会記念病院 544-0004 大阪市生野区巽北三丁目２０番２９号
医療法人光臨会　奥野クリニック 544-0011 大阪市生野区田島四丁目６番１６号長田ビル２階
医療法人　呉診療所 544-0011 大阪市生野区田島一丁目１２番１４号
医療法人幸人会　田島クリニック 544-0011 大阪市生野区田島５丁目５番３１号
松岡クリニック 544-0012 大阪市生野区巽西一丁目２番１２号橋本ビル１階
文クリニック 544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１９番１０号３階
医療法人　中村クリニック 544-0013 大阪市生野区巽中二丁目２２番１３号
医療法人　にんクリニック 544-0013 大阪市生野区巽中一丁目２１番３２号
医療法人　大江内科 544-0013 大阪市生野区巽中一丁目２１番１８号２階
医療法人仁神会　井神クリニック 544-0014 大阪市生野区巽東二丁目５番３１号
医療法人　弘善会　弘善会クリニック 544-0015 大阪市生野区巽南三丁目１６番２号
医療法人明香会　やすなりみどり診療所 544-0015 大阪市生野区巽南三丁目７番８号
医療法人同友会　共和病院 544-0021 大阪市生野区勝山南四丁目１６番１０号
医療法人芥川会　芥川病院 544-0021 大阪市生野区勝山南四丁目４番１８号
南波クリニック 544-0023 大阪市生野区林寺一丁目４番６号
医療法人　久正会　畠中クリニック 544-0023 大阪市生野区林寺三丁目１４番３２号
医療法人相生会　相生病院 544-0024 大阪市生野区生野西三丁目２番５号
医療法人　春芳会　しあわせクリニック 544-0024 大阪市生野区生野西２丁目５番１４号寺田町田中ビル１

階
絹田クリニック 544-0031 大阪市生野区鶴橋１－１－３０ジュネス絹田１Ｆ
医療法人康仁会　鶴橋中央診療所 544-0031 大阪市生野区鶴橋二丁目１６番７号
孫クリニック 544-0031 大阪市生野区鶴橋一丁目３番８号
医療法人菜の花会　菜の花診療所 544-0033 大阪市生野区勝山北２丁目１１番２２号
医療法人聖徳会　勝山北クリニック 544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目１２番３８号
きだ呼吸器・リハビリクリニック 544-0034 大阪市生野区桃谷４－１６－１４
ゆきおかクリニック 544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目１７番１８号
医療法人　春信会　長谷川医院 544-0034 大阪市生野区桃谷２丁目５番２５号
正木クリニック 544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目１８番９号
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

545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北３－１１－４

いたがねファミリークリニック 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目１１番１４号
医療法人　久保田医院 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目９番１８号
髙島内科クリニック 545-0003 大阪市阿倍野区美章園三丁目３番２号髙島ビル１階
医療法人樂吉会　うえしま内科クリニック 545-0004 大阪市阿倍野区文の里二丁目１１番２５号　メディカル

プラザ阿倍野２階
河島クリニック 545-0005 大阪市阿倍野区三明町一丁目３番２６号
ひろせクリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町１丁目２１－２２
医療法人　河島医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町二丁目１番２４号
医療法人博寿会　横田医院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町一丁目１９番２８号
やはた内科クリニック 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町一丁目３番２９号メゾン・プルミ

エール１階
医療法人　平山診療所 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町三丁目１０番２０号
医療法人恵登久会　越川病院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町四丁目９番１号
医療法人恒裕会　桃ヶ池クリニック 545-0012 大阪市阿倍野区桃ケ池町二丁目１３番１５号
仲原クリニック 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町二丁目３番２１号ル　クレール

鶴ケ丘１階
医療法人純正会　鶴ヶ丘東診療所 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町２丁目９番８号
医療法人　鈇田クリニック鈇田内科 545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町二丁目８番２号
石原医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町２丁目１９番２４号
康クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町三丁目１０番３号グレースコート

シーダーバレーⅡ１階
医療法人青葉会　田中外科医院 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町五丁目２４番２０号
医療法人凉庵会　整形外科吉田クリニック 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町二丁目２０番１６号
医療法人　山田医院 545-0023 大阪市阿倍野区王子町二丁目１２番１４号
医療法人　吉田医院 545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町５番２２号
医療法人健友会　帝塚山病院 545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山一丁目１２番１１号
医療法人　冨吉医院 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通一丁目３番４６号
大阪公立大学医学部附属病院 545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号
田中内科クリニック 545-0051 大阪市阿倍野区旭町１丁目１番１５号ＫＫアドバンスビ

ル３階
医療法人霜星会　りかこレディースクリニック 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目３番１５号阿倍野共同ビ

ル８階
医療法人万代会　武田内科クリニック 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町二丁目９番５号セレスタ阿倍野松

崎１０３号
大阪鉄道病院 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町一丁目２番２２号
医療法人紫峰会　伊賀医院 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町三丁目１５番１４号ジョイテル阿

倍野１階
すずかけの木クリニック 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番３７－１０４号
医療法人啓仁会　金山内科クリニック 545-6022 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号あべのハルカ

ス２２階

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 8/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
中島アレルギー・呼吸器内科クリニック 545-6022 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３あべのハルカスメ

ディカルプラザ２２階
医療法人　裕雅会　有馬外科整形外科 546-0002 大阪市東住吉区杭全三丁目１番１号
医療法人　青洲会診療所 546-0002 大阪市東住吉区杭全一丁目４番２０号
宮﨑医院 546-0011 大阪市東住吉区針中野三丁目１０番２０号ジェネスコー

ト１階
もりやまクリニック 546-0012 大阪市東住吉区中野四丁目１２番１６号アマナ１階店舗

東側
川合内科・小児科 546-0012 大阪市東住吉区中野四丁目５番１８号
落合クリニック 546-0013 大阪市東住吉区湯里四丁目９番１１号
ゆみね内科小児科 546-0013 大阪市東住吉区湯里２丁目２０－１２
北島クリニック 546-0014 大阪市東住吉区鷹合４丁目１３－１７
医療法人橘会　東住吉森本病院 546-0014 大阪市東住吉区鷹合三丁目２番６６号
広瀬クリニック　内科・消化器内科 546-0021 大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目１０番８号
医療法人医道会　中島医院 546-0021 大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目１０番１５号
藤崎クリニック 546-0021 大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目１０番１２号
矢田生活協同組合医療センター 546-0023 大阪市東住吉区矢田五丁目７番３４号
東和病院 546-0031 大阪市東住吉区田辺４－１３－１５
医療法人　岡部内科 546-0032 大阪市東住吉区東田辺二丁目１１番３０号
医療法人　昌景会　西谷医院 546-0032 大阪市東住吉区東田辺三丁目６番１６号フローラ永互１

階
医療法人　金子外科 546-0032 大阪市東住吉区東田辺二丁目２７番８号
こうクリニック 546-0033 大阪市東住吉区南田辺五丁目３０番７号コスミックライ

フ長居１階
医療法人　慶元クリニック 546-0035 大阪市東住吉区山坂五丁目１６番２５号パールタウン鶴

ケ丘１階
医療法人　和田医院 546-0035 大阪市東住吉区山坂五丁目２番８号
医療法人あじさい会　よねかわクリニック 546-0035 大阪市東住吉区山坂五丁目１５番３７号
淀井病院 546-0041 大阪市東住吉区桑津二丁目８番８号
医療法人　田中クリニック 546-0042 大阪市東住吉区西今川三丁目２５番１号
医療法人　森医院 546-0042 大阪市東住吉区西今川三丁目７番１１号
医療法人　秀香会　山本クリニック 546-0043 大阪市東住吉区駒川５丁目８番２号
田中医院 546-0043 大阪市東住吉区駒川五丁目２２番２２号
医療法人　葛本医院 546-0044 大阪市東住吉区北田辺四丁目１１番２１号
田辺駅前クリニック 546-0044 大阪市東住吉区北田辺６丁目１６番３０号
医療法人悠敬会　いちば内科 547-0003 大阪市平野区加美南一丁目２番２７号
池渕クリニック 547-0011 大阪市平野区長吉出戸二丁目４番１６号
医療法人永真会　おかのクリニック 547-0012 大阪市平野区長吉六反二丁目５番６号ル・ヴィラージュ

１Ｆ
医療法人栄和会　大同クリニック　長原院 547-0013 大阪市平野区長吉長原東二丁目２番２５号
医療法人慈光会　中谷医院 547-0016 大阪市平野区長吉長原四丁目１番１７号
医療法人ＶＥＲＹ　うえだ・奥村クリニック 547-0021 大阪市平野区喜連東二丁目１１番２１号
こもりクリニック 547-0021 大阪市平野区喜連東１丁目８番４６号
医療法人松史会　いぬいクリニック 547-0021 大阪市平野区喜連東三丁目５番６０号
医療法人　正和病院 547-0022 大阪市平野区瓜破東一丁目５番５号
おおいそ内科 547-0022 大阪市平野区瓜破東２丁目１０－１３　１Ｆ
医療法人　酒井診療所 547-0022 大阪市平野区瓜破東二丁目７番５５号サンビレッジ１階
かみや内科 547-0024 大阪市平野区瓜破２丁目３番３５号
医療法人　山内診療所 547-0024 大阪市平野区瓜破二丁目１番５５号
山口内科クリニック 547-0024 大阪市平野区瓜破５丁目２番２９号ＮＹＫビル１Ｆ
医療法人　森本医院 547-0025 大阪市平野区瓜破西一丁目８番８６号
医療法人　林診療所 547-0026 大阪市平野区喜連西三丁目１３番１８号
いのうえ診療所 547-0026 大阪市平野区喜連西四丁目７番３３号インペリアルカー

サ１階
医療法人　聖成会　伸友クリニック 547-0031 大阪市平野区平野南三丁目４番５号ピノシャトレ１０２

号
坪田医院 547-0032 大阪市平野区流町三丁目２番４号
舳松内科クリニック 547-0033 大阪市平野区平野西四丁目３番地１
医療法人聡仁会　かねしろ内科クリニック 547-0034 大阪市平野区背戸口五丁目５番１６号
医療法人隆星会　木下内科クリニック 547-0034 大阪市平野区背戸口五丁目６番２９号
松田クリニック 547-0034 大阪市平野区背戸口一丁目１２番１０号
医療法人孝至会　みのりクリニック 547-0041 大阪市平野区平野北一丁目９番８号武陵平野駅前医療複

合ビル２階
医療法人智絢会　葵クリニック 547-0041 大阪市平野区平野北二丁目１４番６号オオクラ医療複合

ビル１階
松本病院 547-0043 大阪市平野区平野東１－８－９
医療法人　栗原医院 547-0045 大阪市平野区平野上町一丁目１７番２２号
すぎた内科クリニック 550-0002 大阪市西区江戸堀２丁目６－２５土佐堀ビューハイツ１

０３
健クリニック 550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目１１番４号損保ジャパン肥後橋

ビル１階
医療法人聖会　池澤クリニック 550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目１５番２７号アルテビル肥後橋

２階
医療法人ｍ．ＦＯＲＴＨ　うつぼＧａｒｄｅｎ　Ｃ
ｌｉｎｉｃ

550-0003 大阪市西区京町堀一丁目３番１３号辰巳ビル１階

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 9/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
奥町内科 550-0004 大阪市西区靱本町一丁目１１番７号信濃橋三井ビルディ

ング１階
公益財団法人日本生命済生会　日本生命病院 550-0006 大阪市西区江之子島２丁目１番５４号
医療法人　よしだ睡眠呼吸クリニック 550-0011 大阪市西区阿波座１丁目６番１３号カーニープレイス本

町３階
医療法人　翠真会　桃源会クリニック 550-0012 大阪市西区立売堀一丁目７番１８号国際通信社ビル１階
医療法人幸輝会　みんな幸せクリニック 550-0013 大阪市西区新町一丁目３３番１号ＯＮＥＳＨＩＮＭＡＣ

ＨＩ２階
慶生会クリニック大阪 550-0013 大阪市西区新町一丁目１８番１４号ＪＳ四ツ橋ビル２

階・３階
やだクリニック 550-0013 大阪市西区新町４丁目６番２３号阪急オアシス新町店２

階
大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　医療生協なが
ほり通り診療所

550-0013 大阪市西区新町四丁目１０番１０号

医療法人弘清会　四ツ橋診療所 550-0013 大阪市西区新町１丁目２２番９号
医療法人さつき会　みやざきクリニック 550-0014 大阪市西区北堀江二丁目１５番地７号かがせビル１階

〇 リベ大総合クリニック 550-0014 大阪市西区北堀江２丁目１番１１号久我ビル北館１階２
階

〇 みなみ堀江クリニック 550-0015 大阪市西区南堀江４丁目１０－１４
医療法人三慧会　ＩＶＦなんばクリニック 550-0015 大阪市西区南堀江一丁目１７番２８号
医療法人　島野医院 550-0015 大阪市西区南堀江四丁目４番２０号アーデンタワー南堀

江１階
医療法人　西長堀医院 550-0015 大阪市西区南堀江四丁目１６番４号　チェリーパレス１

階
医療法人　治生会　石村クリニック 550-0015 大阪市西区南堀江四丁目１０番１号
医療法人桃美会　さくらこまち皮フ科クリニック 550-0024 大阪市西区境川１丁目１番３１境川メディカルセンター

ビル３階
吉川病院 550-0025 大阪市西区九条南三丁目２９番１４号
多根総合病院 550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号
医療法人緑生会　らいふ内科・乳腺クリニック 550-0027 大阪市西区九条一丁目１４番２９号２Ｆ
特定医療法人仁生会　内藤病院 550-0027 大阪市西区九条一丁目１５番２３号
足立医院 551-0001 大阪市大正区三軒家西三丁目６番３号
ほくとクリニック病院 551-0001 大阪市大正区三軒家西一丁目１８番７号
よし内科クリニック 551-0003 大阪市大正区千島２丁目４－４パルティちしま１階
大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　たいしょう生
協診療所

551-0003 大阪市大正区千島１丁目２０番１２号

医療法人　しまもとクリニック 551-0003 大阪市大正区千島三丁目１１番４号
小正医院 551-0012 大阪市大正区平尾三丁目１６番１５号
医療法人杏山会　山北内科クリニック 551-0012 大阪市大正区平尾四丁目２３番１３号
ひらいけ内科 551-0012 大阪市大正区平尾３丁目１４番６号
医療法人　吉祥会　藤吉医院 551-0031 大阪市大正区泉尾四丁目１７番１２号東洋プラザ泉尾１

階
荘田診療所 551-0031 大阪市大正区泉尾一丁目８番１６号
医療法人　笠井医院 551-0032 大阪市大正区北村２丁目５番１０号
医療法人謙和会　ほんしょう内科クリニック 551-0032 大阪市大正区北村１－１７－７
社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会泉尾病院 551-0032 大阪市大正区北村三丁目４番５号
医療法人　前田診療所 552-0001 大阪市港区波除二丁目６番２号
医療法人　生野内科クリニック 552-0001 大阪市港区波除二丁目９番１２号
独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪みなと
中央病院

552-0003 大阪市港区磯路１丁目７－１

澤田内科クリニック 552-0003 大阪市港区磯路１丁目６－１４
医療法人信愛会　大和診療所 552-0003 大阪市港区磯路二丁目１番１１号
大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　みなと生協診
療所

552-0003 大阪市港区磯路三丁目３番４号

義元診療所 552-0004 大阪市港区夕凪二丁目１７番９号
医療法人有仁会　香山医院 552-0007 大阪市港区弁天四丁目１５番１４号１階
医療法人南労会　松浦診療所 552-0007 大阪市港区弁天二丁目１番３０号
医療法人緑龍会　内藤医院 552-0012 大阪市港区市岡一丁目１番２６号
医療法人　ゆうあい会　宮岡クリニック 552-0012 大阪市港区市岡一丁目１４番１６号
金谷内科医院 552-0014 大阪市港区八幡屋二丁目１５番２１号八幡屋ハイツ１階
笹尾医院 552-0015 大阪市港区池島一丁目２番１４号
医療法人尚信会　整形外科河村医院 552-0016 大阪市港区三先一丁目１０番３０号
船員保険大阪健康管理センター 552-0021 大阪市港区築港一丁目８番２２号
医療法人木もれ日会　阪神野田駅前ファミリークリ
ニック

553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目１１番１４号阪神ハイグレード
マンション１２番館１０１号

田仲循環器科・内科医院 553-0002 大阪市福島区鷺洲三丁目７番２７号東海ビル２階
医療法人成基会　相坂クリニック 553-0002 大阪市福島区鷺洲二丁目１２番２０号
くらます耳鼻咽喉科クリニック 553-0003 大阪市福島区福島１丁目１番５１堂島クロスウォーク４

階
糖尿病・代謝内科　宮田クリニック 553-0003 大阪市福島区福島５丁目１７番２１号　池田ビル５階
関西電力病院 553-0003 大阪市福島区福島２－１－７
おおしもクリニック 553-0003 大阪市福島区福島５丁目１６－１５福島宮脇ビル　３階
独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院 553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番７８号
医療法人愛幸会　くまだ内科・小児科クリニック 553-0004 大阪市福島区玉川四丁目６番１１号
寬友会クリニック 553-0004 大阪市福島区玉川２丁目１２番－２４号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 10/23
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医療法人健昌会　福島診療所 553-0004 大阪市福島区玉川二丁目１２番１６号
医療法人燦惠会　首藤病院 553-0005 大阪市福島区野田五丁目１８番１６号
野田診療所 553-0005 大阪市福島区野田三丁目１３番４４号
医療法人弘正会　ちもりメディカルクリニック 553-0005 大阪市福島区野田三丁目１２番１４号ソフィアコート野

田１階
医療法人笑顔会　福島吉野スマイル内科・循環器内
科

553-0006 大阪市福島区吉野五丁目１１番２２号永和商事ビル１階

イシイ内科クリニック 553-0007 大阪市福島区大開１－１－４Ｔａｋｕｙｏ　Ｂｉｌ．１
階

医療法人　日野医院 554-0001 大阪市此花区高見二丁目１３番３号
医療法人　医方会　奥見診療所 554-0002 大阪市此花区伝法六丁目３番２－１０１
医療法人　村川医院 554-0002 大阪市此花区伝法二丁目４番２９号
医療法人晴恵会　安田クリニック 554-0002 大阪市此花区伝法二丁目５番１号

〇 社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院 554-0012 大阪市此花区西九条５丁目４番８号
医療法人一心会　よねだ内科・皮フ科 554-0012 大阪市此花区西九条四丁目３番３４号
医療法人　やすだ医院 554-0012 大阪市此花区西九条三丁目８番１１号
医療法人徹生会　村上内科 554-0014 大阪市此花区四貫島一丁目１番４３号
やまさきクリニック 554-0014 大阪市此花区四貫島１丁目９番１０号セントラルプラザ

ビル２階
公益財団法人　淀川勤労者厚生協会附属　此花診療
所

554-0021 大阪市此花区春日出北１丁目１番２５号

日本製鉄株式会社　関西製鉄所　製鋼所地区診療所 554-0024 大阪市此花区島屋五丁目１番１０９号
ＨＡＢＡクリニック 554-0024 大阪市此花区島屋六丁目２番９０号　Ｄ－４０３
医療法人　尚清会　谷本医院 554-0051 大阪市此花区酉島三丁目１８番２２号

〇 じくはら医院 555-0001 大阪市西淀川区佃３丁目７番３２号
医療法人　田井内科クリニック 555-0001 大阪市西淀川区佃三丁目１９番１１号ルネッサンスク

レージュ１階
くぼたクリニック 555-0001 大阪市西淀川区佃三丁目２番２９号
医療法人　歌島上田クリニック 555-0012 大阪市西淀川区御幣島一丁目４番９号
医療法人　加島クリニック 555-0012 大阪市西淀川区御幣島三丁目３番３号グランドール・サ

ンパティオ１階
医療法人　福田診療所 555-0021 大阪市西淀川区歌島一丁目１１番３号
医療法人　杉山診療所 555-0021 大阪市西淀川区歌島１丁目２－５
公益財団法人淀川勤労者厚生協会　附属のざと診療
所

555-0024 大阪市西淀川区野里三丁目５番３４号

医療法人　辻診療所 555-0025 大阪市西淀川区姫里二丁目１番２２号
医療法人　北野クリニック 555-0031 大阪市西淀川区出来島一丁目４番１８号
中岡クリニック 555-0032 大阪市西淀川区大和田四丁目８番２４号カサグランデ甚

田１階
公益財団法人淀川勤労者厚生協会　附属姫島診療所 555-0033 大阪市西淀川区姫島二丁目１３番２０号
山田クリニック 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１番２０号星山ビル１階
医療法人　森川医院 555-0033 大阪市西淀川区姫島一丁目２２番７号
医療法人　波津診療所 555-0033 大阪市西淀川区姫島一丁目１８番１２号
社会医療法人愛仁会　千船病院 555-0034 大阪市西淀川区福町三丁目２番３９号
井上医院 556-0006 大阪市浪速区日本橋東２－３－１３
医療法人　なんば太田クリニック 556-0011 大阪市浪速区難波中一丁目１３番２０号パークシティ御

堂筋５階
医療法人徹仁会　木田内科消化器科クリニック 556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目１０番７０号パークスタワー

８階
医療法人　泰仁会　なんば胃腸科内科クリニック 556-0011 大阪市浪速区難波中２丁目３番３号森川医療ビル２Ｆ
医療法人　正光会　橋村医院 556-0014 大阪市浪速区大国２丁目６番１１号
社会医療法人弘道会　なにわ生野病院 556-0014 大阪市浪速区大国１－１０－３
社会医療法人寿会　富永クリニック 556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目２番１４号
医療法人　聡史会　おおの耳鼻咽喉科 556-0017 大阪市浪速区湊町二丁目１番７号
医療法人璃香会　あーべいんクリニック 556-0017 大阪市浪速区湊町二丁目１－３４アーベインなんば
医療法人　岡藤会　岡藤クリニック 556-0021 大阪市浪速区幸町一丁目２番２号
松﨑智彦診療所 556-0022 大阪市浪速区桜川二丁目２番３１号ザクロコーポレー

ション桜川ビル２階
医療法人創和会　そうわ内科クリニック 556-0025 大阪市浪速区浪速東３丁目９番１号
医療法人　杉本医院 557-0001 大阪市西成区山王三丁目１６番７号
大阪社会医療センター付属病院 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋１丁目１１番６号
田端医院 557-0011 大阪市西成区天下茶屋東二丁目１１番５号
医療法人　吉治会　斉藤医院 557-0014 大阪市西成区天下茶屋３丁目１８番２５号
医療法人幸裕会　山下クリニック 557-0015 大阪市西成区花園南二丁目７番８号泰山第１ビル１階
倉知内科 557-0016 大阪市西成区花園北二丁目１３番７号
医療法人ダイワ会　大和中央病院 557-0025 大阪市西成区長橋一丁目２番７号
ツルミ診療所 557-0025 大阪市西成区長橋２丁目５番２９号
阪本医院 557-0031 大阪市西成区鶴見橋３－１－１２
医療法人晴琉会　神﨑クリニック 557-0031 大阪市西成区鶴見橋一丁目６番１５号
くろかわ診療所 557-0031 大阪市西成区鶴見橋一丁目６番８号
医療法人　仙豆会　いこいクリニック 557-0032 大阪市西成区旭１丁目４番３号さんさん花園１階・２階
医療法人趙洲会　趙診療所 557-0033 大阪市西成区梅南二丁目５番１７号
医療法人嘉健会　思温病院 557-0034 大阪市西成区松一丁目１番３１号
医療法人亀寿会　とまとクリニック 557-0042 大阪市西成区岸里東二丁目１５番１１号
古志医院 557-0044 大阪市西成区玉出中一丁目７番７号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 11/23
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
美濃クリニック 557-0044 大阪市西成区玉出中一丁目４番１７号東宝ビル１階
医療法人永康会　赤松内科クリニック 557-0045 大阪市西成区玉出西二丁目４番８号
岩本医院 557-0052 大阪市西成区潮路二丁目４番３５号
医療法人隅本会　隅本医院 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目３２番３５号
医療法人純和会　竹本診療所 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目３１番１号
医療法人　溝口医院 557-0063 大阪市西成区南津守７－５－７メゾン赤松１階１－Ａ号

室
社会医療法人山紀会　山本第三病院 557-0063 大阪市西成区南津守四丁目５番２０号
医療法人　広畑医院 558-0003 大阪市住吉区長居三丁目１２番１９号
医療法人　幸嘉会　もりファミリークリニック 558-0003 大阪市住吉区長居二丁目１１番１５号
医療法人　てらかど診療所 558-0003 大阪市住吉区長居四丁目１０－２３
畑内科クリニック 558-0003 大阪市住吉区長居三丁目８番３号
医療法人上野会　上野会クリニック 558-0004 大阪市住吉区長居東四丁目２１番２６号
坂口医院 558-0004 大阪市住吉区長居東４丁目１１番１２号
医療法人光陽会　小森内科 558-0011 大阪市住吉区苅田七丁目１１番１０号平元ハイツ１階
タナカクリニック 558-0011 大阪市住吉区苅田３丁目９番５号
玉谷クリニックあびこ 558-0013 大阪市住吉区我孫子東二丁目７番６号フレシュール我孫

子１階
かわらだ心臓足血管クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東２丁目１番６号アビコエイトビル

１階
医療法人桜正会　まえぼう内科クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東二丁目８番２７号
市吉医院 558-0013 大阪市住吉区我孫子東３－１－３５
医療法人　いわがき内科クリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東１丁目１番２９号ドムール長居南

館１階
医療法人　中川会　なかがわクリニック 558-0013 大阪市住吉区我孫子東二丁目３番２号
医療法人　順風会　あびこ森村クリニック 558-0014 大阪市住吉区我孫子一丁目７番６号
医療法人慈心会　あびこ病院 558-0014 大阪市住吉区我孫子三丁目３番２０号
医療法人新生会　にいのぶ内科 558-0015 大阪市住吉区我孫子西二丁目７番７号
医療法人惠愛会　クリニック畑森 558-0023 大阪市住吉区山之内二丁目９番１１号
医療法人　光優会　西村クリニック 558-0031 大阪市住吉区沢之町一丁目１番１６号
南大阪医療生活協同組合　住吉民主診療所 558-0031 大阪市住吉区沢之町一丁目３番１６号
医療法人　河南医院 558-0032 大阪市住吉区遠里小野一丁目１２番９号
医療法人メディコンフォート　中西クリニック 558-0033 大阪市住吉区清水丘一丁目２５番１２号
医療法人　小泉内科 558-0041 大阪市住吉区南住吉四丁目８番１０号
平井医院 558-0046 大阪市住吉区上住吉一丁目８番３１号
医療法人　慶秋会　あきやまクリニック 558-0047 大阪市住吉区千躰２丁目２番９号
医療法人　成山医院 558-0051 大阪市住吉区東粉浜三丁目２３番２４号
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性期・
総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号

てづか内科クリニック 559-0001 大阪市住之江区粉浜一丁目１番３２号キリンドプラザ帝
塚山２Ｆ

医療法人　蘭畦会　わだ内科整形外科 559-0001 大阪市住之江区粉浜２丁目３番１７号
医療法人　てらお耳鼻咽喉科 559-0001 大阪市住之江区粉浜一丁目１番３２号キリンドプラザ帝

塚山２Ｆ
福永医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜一丁目３番１０号
七條医院 559-0001 大阪市住之江区粉浜二丁目１番２４号
みなみクリニック 559-0002 大阪市住之江区浜口東２－８－１１シェーヌパレ１階
医療法人　中田内科　中田内科クリニック 559-0004 大阪市住之江区住之江二丁目７番１８号
宇津医院 559-0005 大阪市住之江区西住之江１－１１－３
社会医療法人三宝会　南港クリニック 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１１番８号北加賀屋千島

ビル１０１号室
社会医療法人景岳会　南大阪病院 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋一丁目１８番１８号
かつらぎクリニック 559-0013 大阪市住之江区御崎５丁目２番２１号
医療法人三寿会　御崎クリニック 559-0013 大阪市住之江区御崎１丁目６番７号
医療法人健正会　浜崎医院 559-0014 大阪市住之江区北島三丁目６番２７号
黒岡醫院 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋２－２－３５レオ住之江公園
医療法人　ただクリニック 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋三丁目２番１８号多田メディカ

ルビル１階
医療法人　糸氏医院 559-0016 大阪市住之江区西加賀屋１丁目１番６号
医療法人佑克会　大久保内科クリニック 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋３丁目２番３号プライム加賀屋

２Ａ
医療法人幸萌会　森内科クリニック 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋三丁目１１番１１号
馬場耳鼻咽喉科 559-0024 大阪市住之江区新北島三丁目８番５４号シキツビル２階
医療法人安和会　しおみクリニック 559-0024 大阪市住之江区新北島三丁目２番２６号大峯ビル２階
長谷川内科 559-0033 大阪市住之江区南港中２丁目１番９９号
医療法人　中島クリニック 559-0033 大阪市住之江区南港中三丁目４番７９番
森ノ宮医療大学附属大阪ベイクリニック 559-0034 大阪市住之江区南港北１丁目２６番１６号
医療法人実有会　小松クリニック 559-0034 大阪市住之江区南港北一丁目１７番１９号３０３、３０

４
医療法人　なかたクリニック 597-0001 貝塚市近木町２０番２４号
石谷医院 597-0011 貝塚市北町３８番１１号
市立貝塚病院 597-0015 貝塚市堀三丁目１０番２０号
良田医院 597-0033 貝塚市半田三丁目４番１号
にし内科胃腸科 597-0033 貝塚市半田一丁目１７番１７号
たなか整形漢方クリニック 597-0062 貝塚市澤８２４

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 12/23
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
青山クリニック 597-0062 貝塚市澤８１７番地の１
かわなみふじたクリニック 597-0083 貝塚市海塚一丁目１番９号　蓬莱ビル４階
医療法人千一会　いとうクリニック 597-0091 貝塚市二色二丁目８番２号
川﨑こどもクリニック 597-0102 貝塚市木積６５６番地７
市立柏原病院 582-0005 柏原市法善寺一丁目７番９号
医療法人　鈴木医院 582-0005 柏原市法善寺四丁目２番２７－２０３号
医療法人　白岩内科医院 582-0005 柏原市法善寺四丁目１０番２４号
医療法人酒井会　さかいペインクリニック 582-0007 柏原市上市一丁目２番２号アゼリア柏原４１６
医療法人柏楽会　高田内科クリニック 582-0007 柏原市上市１丁目２番２号アゼリア柏原４１４号
医療法人　みなみ耳鼻咽喉科クリニック 582-0018 柏原市大県一丁目９番１０号
医療法人真征会　西出クリニック 582-0018 柏原市大県一丁目４番１号増井ビル１階
きたむら内科 582-0018 柏原市大県一丁目９番１１号
いけはた医院 582-0020 柏原市片山町１２番２５号
ほりもと内科消化器クリニック 582-0025 柏原市国分西１丁目４－４９
医療法人千輝会　神田医院 582-0025 柏原市国分西一丁目１番１７号幸喜ビル２０１号
医療法人　あかし内科クリニック 582-0026 柏原市旭ケ丘３丁目１番６３号
須原医院 582-0026 柏原市旭ケ丘一丁目１番３号
医療法人和敬会　星田南病院 576-0022 交野市藤が尾三丁目５番１号
医療法人　松吉医院 576-0034 交野市天野が原町二丁目２９番３号
けんあいクリニック 576-0041 交野市私部西１－１８－１
医療法人医翔会　おがわクリニック 576-0041 交野市私部西二丁目６番１－１０１号　メディカルテラ

スかたの
社会医療法人信愛会　交野病院 576-0043 交野市松塚３９番１号
三宅医院 576-0051 交野市倉治８－５－６
こさか内科クリニック 576-0053 交野市郡津４丁目３９番１３号
医療法人桜恵会　さくらクリニック 576-0054 交野市幾野一丁目２９番８号
たにざわクリニック 571-0015 門真市三ッ島一丁目２番２２号
医療法人博仁会　長瀬診療所 571-0015 門真市三ッ島四丁目２１番３５号
大阪キリスト教社会館診療所 571-0016 門真市島頭４丁目１１番１１号
タチカワ　アンド　アソシエイツ　クリニック 571-0016 門真市島頭３丁目１８番１８号
いそのクリニック 571-0016 門真市島頭４丁目８番１８号
医療法人津樹会　津本医院 571-0021 門真市舟田町５番３２号
医療法人七ふく会　七ふくハートクリニック 571-0027 門真市五月田町３８番１２号ナカニシビル
医療法人　秀裕会　かんやまクリニック 571-0030 門真市末広町１番１１号
内田クリニック 571-0030 門真市末広町７番８号幸福ビル５号館２Ｆ
竹野クリニック 571-0038 門真市柳田町２７－１
医療法人七ふく会　ふくいクリニック 571-0039 門真市速見町６番３号
医療法人正幸会　正幸会病院 571-0055 門真市中町１１番５４号

〇 鈴木診療所 571-0056 門真市松葉町６の２６
医療法人　今村血管外科クリニック 571-0062 門真市宮野町３番２３号メリックビル１階
医療法人仁西会　西川内科 571-0066 門真市幸福町１１番１号
社会医療法人弘道会　萱島生野病院 571-0071 門真市上島町２２番１１号
けいはん医療生活協同組合　みどり診療所 571-0072 門真市城垣町２番３３号
医療法人健河会　河村クリニック 571-0078 門真市常盤町５番２号
医療法人　永浜クリニック 571-0079 門真市野里町１６番２１号
医療法人嘉徳会　佐野医院 571-0079 門真市野里町１１番９号
たかいクリニック　内科・眼科 586-0007 河内長野市松ケ丘東町１８０５番１
独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター 586-0008 河内長野市木戸東町２番１号
医療法人　かわにしクリニック 586-0011 河内長野市汐の宮町４番１０号
五味内科クリニック 586-0014 河内長野市長野町５番１号ノバティながの南館３階
医療法人　桜井耳鼻咽喉科 586-0014 河内長野市長野町７番２４号
医療法人　山本医院 586-0018 河内長野市千代田南町６番８号
医療法人健真会　はぶ医院 586-0022 河内長野市本多町１番４５号シェーネスハイム日野谷１

０１号室
かたせ内科クリニック 586-0022 河内長野市本多町５－３４
医療法人　勝部クリニック 586-0024 河内長野市西之山町２番２９号
医療法人　水野クリニック 586-0027 河内長野市千代田台町６番１号
清水クリニック 586-0044 河内長野市美加の台一丁目３４番５号
医療法人医整会　田中整形クリニック 586-0048 河内長野市三日市町２４３番地１
福岡内科クリニック 586-0068 河内長野市北青葉台４３番３０号
山片診療所 586-0075 河内長野市大矢船中町３８－１
医療法人　池田内科医院 586-0077 河内長野市南花台三丁目６番５０号
松本医院 586-0093 河内長野市荘園町１２番８号
医療法人久生会　くめがわ医院 596-0001 岸和田市磯上町三丁目１３番５号
医療法人　くれクリニック 596-0004 岸和田市荒木町一丁目８番８号
東森医院 596-0006 岸和田市春木若松町７－３０
医療法人葵会　にしだＪクリニック 596-0044 岸和田市西之内町３９番４４号
医療法人良秀会　藤井病院 596-0044 岸和田市西之内町３番１号
さかもと内科クリニック 596-0045 岸和田市別所町１丁目１４番２８号Ｋ・ル・フタールビ

ル２Ｆ
医療法人悠由会　てい整形外科クリニック 596-0046 岸和田市藤井町二丁目２５番３号
医療法人　出水クリニック 596-0046 岸和田市藤井町一丁目１２番５号エアリーズ上野１階
大澤内科 596-0048 岸和田市上野町西１１番２１号
木村クリニック 596-0053 岸和田市沼町２８番１６号
森田クリニック 596-0054 岸和田市宮本町２－２９ライフエイトビル１Ｆ

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 13/23
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人梶川会　梶川クリニック 596-0054 岸和田市宮本町４０番５号
うしだクリニック 596-0067 岸和田市南町２０番２０号
医療法人悠和会　浜中医院 596-0076 岸和田市野田町１丁目７番２１号
医療法人忠正会　うえのクリニック 596-0103 岸和田市稲葉町２６５番地１
医療法人　ふれ愛の杜　みどり病院 596-0801 岸和田市箕土路町二丁目１２番３４号
医療法人　晋救館　和田病院 596-0808 岸和田市三田町９４４番地１
医療法人白卯会　白井医院 596-0812 岸和田市大町４３６番地
医療法人　大植医院 596-0812 岸和田市大町三丁目３番４号
桜台クリニック 596-0816 岸和田市尾生町３丁目４－３８
久米田外科整形外科病院 596-0821 岸和田市小松里町９２８番地の１
医療法人　楽有会　あぶみ小児科クリニック 596-0823 岸和田市下松町１－３－９
塩田医院 596-0825 岸和田市土生町五丁目１－３４　１０２号
医療法人　安田クリニック 596-0825 岸和田市土生町二丁目３１番３１号ＭＡＳビル１０１号
医療法人大植会　葛城病院 596-0825 岸和田市土生町二丁目３３番１号
医療法人聖志会　渡辺病院 596-0825 岸和田市土生町７７番地
さかくら旭クリニック 596-0825 岸和田市土生町四丁目３番１号リハーブ東岸和田メディ

カルモール２０２
医療法人健翔会　岸和田クリニック 596-0826 岸和田市作才町１０９８番地
医療法人　めぐみクリニック 596-0827 岸和田市上松町一丁目９番１号
市立岸和田市民病院 596-8501 岸和田市額原町１００１番地
みみはらファミリークリニック 591-8004 堺市北区蔵前町３丁５番４７号
医療法人田中会　田中病院 591-8007 堺市北区奥本町一丁２１６番地
医療法人　岩崎医院 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁３３７番
医療法人　藤田医院 591-8011 堺市北区南花田町３０２番地の１４
医療法人安和会　なかもずクリニック 591-8022 堺市北区金岡町１３８２－１
医療法人　松山医院 591-8022 堺市北区金岡町１５９１－５
医療法人甲潤会　なかもず女性クリニックヤギ 591-8023 堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地　クリスタルなかもず

４階
髙田内科クリニック 591-8023 堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地クリスタルなかもず

３階　３０２
はやし内科クリニック 591-8023 堺市北区中百舌鳥町五丁２２番カサレスなかもず２階
医療法人方佑会　植木病院 591-8024 堺市北区黒土町３００２番地５
医療法人　しょうのクリニック 591-8025 堺市北区長曽根町３０８２番地１クリニックステーショ

ンなかもず２Ｆ－Ｂ
医療法人平治会　大田クリニック 591-8025 堺市北区長曾根町３０２４番地３４
独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院 591-8025 堺市北区長曾根町１１７９番地の３
独立行政法人国立病院機構　近畿中央呼吸器センター 591-8025 堺市北区長曾根町１１８０番地
江本クリニック 591-8025 堺市北区長曾根町１４６７番１号　エイトワンビル１階
医療法人　吉田医院 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町５－４０３
医療法人　岩本診療所 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町三丁１２５番地の２９２
医療法人　厚世会　厚世会医院 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町４－１６３
医療法人　北野医院 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁９番１３号
うめむら医院 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁１番６号
医療法人　大泉会　いずみクリニック 591-8036 堺市北区百舌鳥本町二丁４０１番地
山戸クリニック 591-8036 堺市北区百舌鳥本町１－７－２
佐々木内科クリニック 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁５５－１ＴＳカーサ・セコン

ドマンション１階
医療法人日仁会　くさか内科医院 591-8045 堺市北区南長尾町二丁１番２１号
吉川病院 591-8046 堺市北区東三国ケ丘町四丁１番２５号
医療法人淳康会　堺近森病院 590-0004 堺市堺区北清水町二丁４番１号
かねしろクリニック 590-0013 堺市堺区東雲西町１丁１番１１号ＪＲ堺市駅ＮＫビル１

階
医療法人正崚会　なかしま内科クリニック 590-0014 堺市堺区田出井町１番１－２０８号ベルマージュ堺２階
医療法人ヒカリ　さかい社の杜クリニック 590-0015 堺市堺区南田出井町四丁１番３６号
村上医院 590-0023 堺市堺区南三国ケ丘町一丁２番２５号
医療法人　千世会　清水レディースクリニック 590-0024 堺市堺区向陵中町二丁３番１３号
すぎうら内科小児科クリニック 590-0024 堺市堺区向陵中町三丁４番２０号
内科南谷クリニック 590-0026 堺市堺区向陵西町４丁１１番１５号三国ヶ丘駅前ビル２

Ｆ
一般財団法人大阪府結核予防会　堺複十字診療所 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通５９南海堺東ビル８階
谷和医院 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通２－１
社会医療法人清恵会　清恵会病院 590-0064 堺市堺区南安井町１丁１番１号
吉川病院附属診療所 590-0073 堺市堺区南向陽町二丁３番７号
たちばな内科クリニック 590-0804 堺市堺区緑ケ丘南町三丁２番１８号　山本ビル１階
医療法人　八星内科クリニック 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町一丁３１番地２
山県クリニック 590-0811 堺市堺区南陵町四丁４番１７号
つげ内科医院 590-0814 堺市堺区石津町一丁１５番１号
医療法人辰美会　臼井内科・消化器科クリニック 590-0821 堺市堺区大仙西町六丁１５７番１号プランドールＦⅡ１

階
医療法人幸福会　中川クリニック 590-0833 堺市堺区出島海岸通一丁１５番１号
医療法人　加藤内科みなとクリニック 590-0833 堺市堺区出島海岸通二丁６番２０号
医療法人甲潤会　八木クリニック 590-0938 堺市堺区神明町西一丁１番１７号
富田内科医院 590-0941 堺市堺区材木町西３丁１－２８
いしだクリニック 590-0957 堺市堺区中之町西三丁１番１５号
斎藤医院 590-0960 堺市堺区少林寺町西２－２－２０

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 14/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人　玉井クリニック 590-0963 堺市堺区少林寺町東二丁２番４号
医療法人泉友会　熊野クリニック 590-0974 堺市堺区大浜北町三丁１２番７号
長山整形・内科 590-0985 堺市堺区戎島町三丁４番
すぎもと内科クリニック 599-8233 堺市中区大野芝町２３－１
神元クリニック 599-8233 堺市中区大野芝町１８０　神工ビル２階
南堺病院 599-8233 堺市中区大野芝町２９２番地
片山土師診療所 599-8238 堺市中区土師町三丁２６番２６号
医療法人山口会　山口医院 599-8238 堺市中区土師町一丁２７番３号
みやわき診療所 599-8247 堺市中区東山７３３－２
ベルライフケアクリニック 599-8247 堺市中区東山５８０番地１
医療法人真仁会　みさきファミリークリニック 599-8248 堺市中区深井畑山町２５４番地５
医療法人和康会　ふじわらしんいち総合クリニック 599-8262 堺市中区八田北町５３２番地１
医療法人杏和会　阪南病院 599-8263 堺市中区八田南之町２７７
たかたクリニック 599-8263 堺市中区八田南之町３５７番４
社会医療法人頌徳会　日野クリニック 599-8272 堺市中区深井中町１２４８番地
医療法人　いむた内科 599-8272 堺市中区深井中町７５９番地１
村木クリニック 599-8274 堺市中区宮園町２－１６
くげクリニック 592-8334 堺市西区浜寺石津町中３丁１４－１２
医療法人共幸会　よしかわ健やかクリニック 592-8343 堺市西区浜寺元町一丁１２０番地１
医療法人博真会　横田クリニック 592-8343 堺市西区浜寺元町１丁１１番地
ますたにクリニック 592-8344 堺市西区浜寺南町三丁２番１号　ダイケンビル１階１０

２号
市橋内科 592-8345 堺市西区浜寺昭和町４丁４４９
社会医療法人ペガサス　馬場記念病院 592-8555 堺市西区浜寺船尾町東四丁２４４番地
医療法人　かみたにクリニック 593-8301 堺市西区上野芝町一丁２５番１６号
医療法人いぶき会　さかぐちクリニック 593-8301 堺市西区上野芝町二丁７番３号西友楽市上野芝２階
医療法人大泉会　大仙病院 593-8302 堺市西区北条町一丁２番３１号
医療法人勇愛会　なかいホームケアクリニック 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町六丁１番３４号パルファン上野

芝１階
医療法人大尚会　大川消化器内科 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町一丁２番２５号
堺市立総合医療センター 593-8304 堺市西区家原寺町１丁１番１号
近藤医院 593-8305 堺市西区堀上緑町三丁３－３０
瀬野クリニック 593-8311 堺市西区上７１４番地１朝日医療ビル鳳南３階
はたなかクリニック 593-8312 堺市西区草部１４８８番１
久家医院 593-8315 堺市西区菱木一丁２３３８番地の８
医療法人　岡原クリニック 593-8322 堺市西区津久野町三丁２７番５０号
医療法人悦康会　たなかクリニック 593-8322 堺市西区津久野町二丁６番１号
医療法人　泉翔会　かとう鳳クリニック 593-8324 堺市西区鳳東町二丁１７７－３
医療法人　三谷ファミリークリニック 593-8324 堺市西区鳳東町四丁３５４番地１Ｐｒｉｍｏおおとり１

階
えずみクリニック 593-8325 堺市西区鳳南町三丁１９９番１２号アリオ鳳アリオモー

ル２階２５４０
耳原鳳クリニック 593-8325 堺市西区鳳南町五丁５９５番地
柗本内科クリニック 593-8326 堺市西区鳳西町一丁９２番２号マンション池尻１階
井関クリニック 593-8327 堺市西区鳳中町四丁９４メゾン鳳２１　１階
朴井診療所 593-8328 堺市西区鳳北町四丁２１７
岡本内科 599-8107 堺市東区白鷺町３－３－７
医療法人　藤森クリニック 599-8114 堺市東区日置荘西町六丁７番１号
はつしば山本クリニック 599-8114 堺市東区日置荘西町二丁４番２８号
松本内科クリニック 599-8121 堺市東区高松１２２番地１５
医療法人　ともつ内科クリニック 599-8123 堺市東区北野田１０８４番地ベルヒル北野田２階　２０

４－２
岸本内科クリニック 599-8123 堺市東区北野田９８１－３
北野田診療所 599-8124 堺市東区南野田１２７番地
寺山クリニック 599-8125 堺市東区西野４４０－４ドゥウェルプレシャス１階
医療法人　嘉翔会　井上クリニック 590-0111 堺市南区三原台１丁２番３号ルルポ泉ヶ丘１階
医療法人健生医心会　くわ総合クリニック 590-0113 堺市南区晴美台二丁３５番１０号
医療法人彰生会　中野クリニック 590-0116 堺市南区若松台三丁３４番２２
医療法人　山口クリニック 590-0117 堺市南区高倉台二丁８番５号
医療法人良秀会　泉北藤井病院 590-0126 堺市南区泉田中３１００番地の１９
医療法人銀杏会　銀杏会クリニック 590-0132 堺市南区原山台五丁９番５号アクロスモール泉北２階
にしがいと内科クリニック 590-0137 堺市南区城山台二丁２番１２号
よしだ内科クリニック 590-0138 堺市南区鴨谷台２丁５－１光明センタービル２階２０３

号室
清水内科 590-0141 堺市南区桃山台二丁１５番１号
多田医院 590-0143 堺市南区新檜尾台３－５－１
小川クリニック 590-0157 堺市南区高尾二丁４４８番地
南大阪蔦耳鼻咽喉科 587-0002 堺市美原区黒山４９０－１
医療法人　林内科医院 575-0003 四條畷市岡山東二丁目１番２３号
安部クリニック 575-0013 四條畷市田原台五丁目１７番２１号
医療法人　河野医院 575-0023 四條畷市楠公二丁目１０番１２号
耳鼻咽喉科・アレルギー科　まことクリニック 575-0023 四條畷市楠公一丁目１５番８号２階
医療法人　田中医院 575-0024 四條畷市塚脇町５番３号
社会医療法人　信愛会　畷生会脳神経外科病院 575-0051 四條畷市中野本町２８番１号
医療法人楠茂会　ふくだクリニック 575-0051 四條畷市中野本町８番３９号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 15/23
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人整友会　整友会診療所 564-0001 吹田市岸部北三丁目１番２６号
医療法人　かわかみ内科 564-0002 吹田市岸部中三丁目１４番５－２０１号
医療法人京優会　北摂三木病院 564-0002 吹田市岸部中４丁目２５番６号
公益財団法人　淀川勤労者厚生協会附属　相川診療
所

564-0025 吹田市南高浜町３２番１９号

医療法人　高瀬・森本ハートクリニック 564-0026 吹田市高浜町１０番１７号吹田メディカルビル１階
つばき内科クリニック 564-0028 吹田市昭和町１番１号アイワステーションビル１階
医療法人　水戸医院 564-0031 吹田市元町２２番１４号
朝川内科クリニック 564-0031 吹田市元町４番８号２階
医療法人　啓和会　丸川診療所 564-0032 吹田市内本町二丁目４番１５号グランフェニックス吹田

１階
哲平診療所 564-0034 吹田市西御旅町７－５３
医療法人恵久会　ばん呼吸器内科クリニック 564-0036 吹田市寿町一丁目３番１３号
伴医院 564-0039 吹田市清和園町４番１２号
医療法人碧山会　うえやま内科クリニック 564-0041 吹田市泉町五丁目１１番１２号リーサイド豊津２１３号

室
医療法人・政会　よしまさ内科クリニック 564-0051 吹田市豊津町２番９号
医療法人　桜来会　きむらクリニック 564-0051 吹田市豊津町４番３８号
医療法人　優美会　吉井クリニック 564-0051 吹田市豊津町１番２１号エサカ中央ビル５階
医療法人ダイワ会　大和病院 564-0062 吹田市垂水町三丁目２２番１号
医療法人　垂桜会　奥田内科クリニック 564-0062 吹田市垂水町１丁目７－１３号
亀岡クリニック 564-0063 吹田市江坂町一丁目２３番１７号喜巳ビル５階
医療法人三裕会　三谷医院 564-0063 吹田市江坂町三丁目１８番５号
医療法人三樹会　ももはらクリニック 564-0063 吹田市江坂町五丁目１５番１４号メセナ緑地公園１０１

号
久保内科クリニック 564-0063 吹田市江坂町一丁目２１番１６号Ｓ－ＦＯＲＴ江坂公園

２階
関西大学第一診療所 564-0073 吹田市山手町三丁目３番３５号
真野内科クリニック 564-0082 吹田市片山町一丁目１４番２３号ソレイユ片山１階
井波医院 564-0082 吹田市片山町３丁目３７番３号
おだ医院 564-0082 吹田市片山町２丁目４－１１
国立研究開発法人　国立循環器病研究センター 564-8565 吹田市岸部新町６番１号
市立吹田市民病院 564-8567 吹田市岸部新町５番７号
まつむら胃腸科クリニック 565-0804 吹田市新芦屋上２２－１－１０２
のざきクリニック 565-0813 吹田市千里丘下２１番１２号
医療法人徳洲会　吹田徳洲会病院 565-0814 吹田市千里丘西２１－１
はしもと内科消化器内科クリニック 565-0816 吹田市長野東７－２４グランドセンター千里丘２階
ぬのでクリニック 565-0824 吹田市山田西四丁目２番７０号ジオタワー千里山田１階
たにの内科・胃腸科 565-0835 吹田市竹谷町３４番１０号
さたけ内科クリニック 565-0836 吹田市佐井寺４丁目１１番１６号ラフィーネ千里１階
医療法人　林クリニック 565-0842 吹田市千里山東二丁目１５番２４号
森内科クリニック 565-0842 吹田市千里山東４丁目６番１０号ウェストフィールド７

２階
医療法人　はたクリニック 565-0851 吹田市千里山西五丁目１番１号千里山阪急ビル２階
医療法人躍成会　にしうえクリニック 565-0855 吹田市佐竹台二丁目３番２号
医療法人末嗣会　あかし内科外科クリニック 565-0855 吹田市佐竹台１丁目４番１号クリニックモール２０２
医療法人　浄光会　宮下医院 565-0862 吹田市津雲台一丁目１番２号アーバス南千里３０２
医療法人路傍の森　市森クリニック 565-0862 吹田市津雲台５丁目１７番４６号
岡島内科クリニック 565-0862 吹田市津雲台一丁目２番２－Ｄ９南千里ビル２０１号
医療法人新樹会　にいのぶクリニック 565-0862 吹田市津雲台一丁目１番４号リーザス南千里２階
医療法人青樹会　小寺クリニック 565-0862 吹田市津雲台一丁目２番Ｄ９南千里ビル３階
おひさまファミリークリニック 565-0863 吹田市竹見台４－２－１－２０２
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘２番１５号
医療法人　えちごクリニック 565-0873 吹田市藤白台四丁目３３番１２号
医療法人ロングウッド　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
医療法人　田中泌尿器科医院　古江台診療所 565-0874 吹田市古江台二丁目１０番１７号グリーンプラザ１階
さなだ内科・消化器内科クリニック 565-0875 吹田市青山台３丁目２７－２
小林メディカルクリニック 566-0001 摂津市千里丘二丁目３番１６号ループ糸吉１階
医療法人　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番７号
医療法人　千里丘協立診療所 566-0011 摂津市千里丘東二丁目１２番１０号
ことぶきクリニック 566-0011 摂津市千里丘東三丁目７番２７号プランドール千里丘１

０２号室
医療法人大滔会　いながきクリニック 566-0021 摂津市南千里丘５番２３－１０２号
医療法人医誠会　摂津医誠会病院 566-0021 摂津市南千里丘１番３２号
温優会松井クリニック 566-0022 摂津市三島三丁目７番４号
医療法人香梅会　マツイ医院 566-0024 摂津市正雀本町二丁目１８番２６号
医療法人　春鳳会　はしもと内科外科クリニック 566-0024 摂津市正雀本町二丁目５番２３号
医療法人大滔会　稲垣診療所 566-0025 摂津市東正雀９番１６号
はせクリニック 566-0034 摂津市香露園８番１号藤原ビル１階
医療法人緑樹会　宮川クリニック 566-0035 摂津市鶴野一丁目１番３号カーザさんらいず１階
摂津ひかり病院 566-0054 摂津市鳥飼八防二丁目３番８号
医療法人健悠会　みさよ内科クリニック 566-0074 摂津市東一津屋１３番９号ファミーユ南摂津１階
医療法人キレンゲ会　泉南新家クリニック 590-0503 泉南市新家１８０１番地
しんめん内科クリニック 590-0504 泉南市信達市場２２２番１

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 16/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人やまびこ会　腎・循環器もはらクリニック 590-0505 泉南市信達大苗代１１２３番地の２２
山上医院 590-0521 泉南市樽井六丁目１０番７号
医療法人晴心会　野上病院 590-0521 泉南市樽井一丁目２番５号
医療法人　悠真会　すずもと耳鼻咽喉科 590-0521 泉南市樽井２丁目３３番２７号
木村医院 590-0521 泉南市樽井二丁目１２番３号
中井内科医院 590-0531 泉南市岡田五丁目３０番３号
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会新
泉南病院

590-0535 泉南市りんくう南浜３番７

社会医療法人三和会　永山病院 590-0406 泉南郡熊取町大久保東一丁目１番１０号
医療法人　芳正会　とくおか循環器・内科クリニッ
ク

590-0412 泉南郡熊取町紺屋一丁目８番２３号

医療法人　竹井クリニック 590-0414 泉南郡熊取町五門東１丁目７番２３号
耳鼻咽喉科のざき医院 590-0415 泉南郡熊取町五門西二丁目７番２２号
医療法人爽神堂　七山病院 590-0421 泉南郡熊取町七山二丁目２番１号
医療法人つながる　いとうまもる診療所 590-0422 泉南郡熊取町希望が丘三丁目７番１４号
医療法人　くわはらクリニック 590-0422 泉南郡熊取町希望が丘三丁目５番１６号
関西医療大学附属診療所 590-0433 泉南郡熊取町若葉二丁目１１番１号
医療法人爽倫会　おくのホームケアクリニック 598-0092 泉南郡田尻町吉見５９６番地６サンエイハイツ１０１号

室
医療法人喜和会　島田診療所 598-0092 泉南郡田尻町吉見６６５番地４
医療法人真心会　みさきクリニック 599-0301 泉南郡岬町淡輪１１５５番地の１
医療法人和深会　江川クリニック胃腸肛門科 599-0303 泉南郡岬町深日１８２８番地の１オークワ岬店２階
医療法人　津山医院 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川２５９９番地の１
医療法人雄暖会　大山クリニック 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目４０番２８号ＬａＭＯＤＥＲ

ＮＩＴＥ医療テナント１０１号室
やぎ医院 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目７番１６号
医療法人　皆秀会　皆川クリニック 574-0011 大東市北条１丁目５番３０号皆川クリニックビル
医療法人　桜美会　桜本外科・胃腸内科 574-0011 大東市北条二丁目９番１８号
なかい内科　血管外科クリニック 574-0014 大東市寺川３丁目９－１６
もりぐち内科・循環器内科クリニック 574-0016 大東市南津の辺町７－３５
安川クリニック 574-0022 大東市平野屋１－３－９
医療法人博愛会　村田内科医院 574-0026 大東市住道二丁目２番１０８号大東サンメイツ２号館１

階
医療法人栄和会　三住医院 574-0027 大東市三住町４番１３号
医療法人惠和会　惠和会総合クリニック 574-0036 大東市末広町７番７号　東邦ビル６階
医療法人　水野医院 574-0037 大東市新町８番９号
山本内科循環器科 574-0037 大東市新町１４－５メゾン橋喜１Ｆ
黒岡クリニック 574-0041 大東市浜町９番１０号住道駅前ビル４階４０１号
澤田医院 574-0046 大東市赤井二丁目１２番１２号グリーンコート１階
森田内科クリニック 574-0046 大東市赤井１丁目１番１６号
医療法人真輝会　浅田クリニック 574-0046 大東市赤井一丁目３番２３号シャンテ三船Ⅲ１階
医療法人　白築医院 574-0055 大東市新田本町１０番３号
医療法人　徳洲会　野崎徳洲会病院 574-0074 大東市谷川二丁目１０番５０号
医療福祉生活協同組合おおさか　協立診療所 574-0077 大東市三箇一丁目３番８号
医療法人　岩田医院 592-0002 高石市羽衣一丁目１１番１２号
医療法人寿晄会　おおさわ．クリニック 592-0003 高石市東羽衣３丁目２番２号
石井医院 592-0003 高石市東羽衣二丁目２番１０号
医療法人　吉村医院 592-0004 高石市高師浜三丁目１８番２３号
医療法人博我会　高石病院 592-0004 高石市高師浜三丁目３番３１号
ねぎた腎・泌尿器科クリニック 592-0014 高石市綾園七丁目５番６９号アール・ユービル２階
医療法人進純会　さいとう内科クリニック 569-0055 高槻市西冠一丁目１２番８号たかつき西冠ビル１階
医療法人医仁会　森田内科・胃腸内科 569-0056 高槻市城南町２丁目３番１号
医療法人ＮＥＷ　ＷＡＶＥＳ　堤レディースクリ
ニック

569-0071 高槻市城北町二丁目４番５号Ｈｉｓａｋｏ．ＢＬＤ２Ｆ

医療法人利仁会　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

医療法人恭健会　ちばクリニック 569-0081 高槻市宮野町２１番１７号
医療法人東和会　第一東和会病院 569-0081 高槻市宮野町２番１７号
医療法人祥佑会　藤田胃腸科病院 569-0086 高槻市松原町１７番３６号
大阪医科薬科大学病院 569-0801 高槻市大学町２番７号
西医院 569-0803 高槻市高槻町７番２２号
医療法人入江会　末吉クリニック 569-0811 高槻市東五百住町三丁目７番２０号
医療法人庸愛会　富田町病院 569-0814 高槻市富田町六丁目１０番１号
医療法人　しみず内科クリニック 569-0817 高槻市桜ケ丘北町６番１６号
川口医院 569-0822 高槻市津之江町１－５０－１
医療法人　彰樹会　坂谷クリニック 569-0822 高槻市津之江町一丁目４４番３号
おかざき内科クリニック 569-0823 高槻市芝生町一丁目１番１２号
もりた内科・胃腸内科 569-0824 高槻市川添２丁目１５－８
医療法人　川口内科 569-0826 高槻市寿町三丁目３８番２１号
西﨑クリニック 569-0827 高槻市如是町２１番１２号
鄭クリニック 569-0852 高槻市北柳川町１５番２２号
医療法人　西野医院 569-0853 高槻市柳川町二丁目１４番２１号
医療法人　川村産婦人科医院 569-1031 高槻市松が丘一丁目１番１号
医療法人芳由会　とりい内科クリニック 569-1034 高槻市大蔵司二丁目５３番１号
高槻赤十字病院 569-1045 高槻市阿武野一丁目１番１号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 17/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
いけだ内科・呼吸器内科 569-1115 高槻市古曽部町１丁目４番１号高槻病院前事務所ビル２

階
社会医療法人愛仁会　高槻病院 569-1115 高槻市古曽部町一丁目３番１３号
かきはらみずほクリニック 569-1116 高槻市白梅町５－２０－３０６ジオ高槻ミューズレジス

３階
おおくま医院 569-1117 高槻市天神町二丁目６番２０号
医療法人明粋　内科・循環器内科　中山クリニック 569-1121 高槻市真上町二丁目６番１１号まかみクリニックモール

１Ｆ
社会医療法人愛仁会　愛仁会しんあいクリニック 569-1123 高槻市芥川町２丁目３番５号
大阪医科薬科大学健康科学クリニック 569-1123 高槻市芥川町一丁目１番１号
藤林クリニック 569-1123 高槻市芥川町三丁目１２番３３号
医療法人　宮内内科クリニック 569-1123 高槻市芥川町一丁目１番１号ＪＲ高槻駅ＮＫビル２階
医療法人晴聖会　天神田中内科クリニック 569-1123 高槻市芥川町一丁目１５番２３号ヨシタケビル２Ｄ
高島内科クリニック 569-1123 高槻市芥川町二丁目１４番１号ロハス・ケアーズビル２

階２０１
阿部整形外科・内科 569-1136 高槻市郡家新町４番３１号
医療法人美喜和会　美喜和会オレンジホスピタル 569-1197 高槻市大字奈佐原１０番１０
社会医療法人仙養会　北摂総合病院 569-8585 高槻市北柳川町６番２４号
医療法人若葉会　豊中若葉会病院 560-0003 豊中市東豊中町五丁目１３番１８号
田中クリニック 560-0003 豊中市東豊中町４丁目１番１５号
医療法人奨誠会　大瀬戸内科 560-0004 豊中市少路一丁目２番２号
医療法人拓柊会　ふなこし呼吸器内科 560-0004 豊中市少路一丁目７番１６号メディカルゲート３Ａ
菱谷医院 560-0012 豊中市上野坂一丁目６番１号
医療法人　うちやま内科クリニック 560-0013 豊中市上野東二丁目１９番２７号
医療法人巴会　ともやま内科循環器クリニック 560-0021 豊中市本町一丁目８番５号アクロスキューブ豊中２Ｆ
医療法人虹緑会　岸田クリニック 560-0021 豊中市本町一丁目５番１６号２
藤戸クリニック 560-0021 豊中市本町六丁目７番６号
坂口クリニック 560-0024 豊中市末広町三丁目１６番３号
えつこ内科クリニック 560-0024 豊中市末広町１丁目６－２２－１０１
水野産婦人科医院 560-0024 豊中市末広町一丁目３番５号
医療法人誠仁会　清光クリニック 560-0035 豊中市箕輪二丁目２番２１号
医療法人　江本医院 560-0055 豊中市柴原町三丁目１０番１４号
医療法人　前田内科 560-0082 豊中市新千里東町３－５－２
医療法人　のぞみ会　ちさとクリニック 560-0082 豊中市新千里東町一丁目５番３号千里朝日阪急ビル４階
医療法人　千里中央駅前クリニック 560-0082 豊中市新千里東町一丁目４番地２千里ライフサイエンス

センター３階
医療法人幸明会　松下内科クリニック 560-0082 豊中市新千里東町一丁目２番３号ザ・千里レジデンス２

０１
医療法人Ｈ＆Ｌ会　ながや内科　循環器内科・呼吸
器内科

560-0083 豊中市新千里西町一丁目１番１０号Ｄ・グラフォート１
Ｆ

医療法人ＴＭＹ　内科外科ためさん診療所 560-0085 豊中市上新田２丁目２４番５０－１号
市立豊中病院 560-8565 豊中市柴原町四丁目１４番１号
薗はじめクリニック 561-0802 豊中市曽根東町一丁目１１番４４号　ビコロ曽根３階
社会医療法人北斗会　さわ病院 561-0803 豊中市城山町一丁目９番１号
医療法人　みやじま医院 561-0804 豊中市曽根南町一丁目５番１３号
医療法人　小野クリニック 561-0804 豊中市曽根南町二丁目４番５－１０１号
かきたクリニック 561-0831 豊中市庄内東町二丁目２番３号サンケービル　３階
やまもと内科 561-0832 豊中市庄内西町五丁目１番７７号ガレリア西町ビル４階
医療法人　明石医院 561-0833 豊中市庄内幸町三丁目１８番２１号
三愛クリニック 561-0834 豊中市庄内栄町二丁目４番８号
医療法人豊潤会　彭医院 561-0834 豊中市庄内栄町四丁目７番１４号
医療法人三和会　わたなべ医院 561-0852 豊中市服部本町一丁目７番１８号
医療法人明成会　岸本医院 561-0853 豊中市服部南町三丁目１０番３４号
医療法人良知会　中村クリニック 561-0853 豊中市服部南町四丁目１番２４号
まるいクリニック 561-0861 豊中市東泉丘二丁目１４番８号ハイツオアシス１Ｆ
医療法人志公会　秋田内科医院 561-0864 豊中市夕日丘一丁目１番５号阪急共栄豊中ビル２階２０

５
医療法人　衣川医院 561-0864 豊中市夕日丘一丁目３番１２号
医療法人　北島医院 561-0865 豊中市旭丘８番８０－５号
医療法人　スミ内科 561-0872 豊中市寺内二丁目４番１号緑地駅ビル２階
さとう医院 561-0881 豊中市中桜塚五丁目２０番３８号
医療法人正幸会　つじクリニック 561-0881 豊中市中桜塚二丁目３１番２号
野田げんきクリニック 561-0882 豊中市南桜塚二丁目６番３０号カワサキビル１Ｆ
医療法人南谷継風会　南谷クリニック 561-0884 豊中市岡町北一丁目２番４号
あかりクリニック 561-0884 豊中市岡町北３丁目１－２２
医療法人　鳥辺医院 565-0082 豊中市新千里東町三丁目５番４号
医療法人平誠会　ひらがクリニック 563-0102 豊能郡豊能町ときわ台四丁目２番地の１４　銀杏の館１

階
医療法人　秀徳会　まわたり内科 563-0105 豊能郡豊能町新光風台二丁目１６番地の１２
医療法人　森川医院 563-0361 豊能郡能勢町今西２０６番地
医療法人　もりい内科クリニック 584-0005 富田林市喜志町四丁目１０番２８号
医療法人　宝癒会　いぬいクリニック 584-0013 富田林市桜井町１丁目５番４号
医療法人幸信会　おおしか医院 584-0024 富田林市若松町一丁目３番１７号
医療法人　同愛会　新堂診療所 584-0024 富田林市若松町一丁目１９番１０号
奥山診療所 584-0024 富田林市若松町二丁目４番６号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 18/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人　中平医院 584-0025 富田林市若松町西一丁目１８４５番地の３
医療法人　遠山内科医院 584-0025 富田林市若松町西三丁目１５９８番地の１
東條内科 584-0031 富田林市寿町２丁目３番１８号
堀野医院 584-0033 富田林市富田林町２９番１２号
医療法人昭仁会　小川外科 584-0036 富田林市甲田三丁目１０番２号
福田クリニック 584-0036 富田林市甲田四丁目１番１号
くぼ内科 584-0045 富田林市山中田町一丁目１９番１６号
奥野クリニック 584-0048 富田林市西板持町七丁目１６番３５号
医療法人南鐐会　中村・みなみクリニック 584-0062 富田林市須賀二丁目１８番１８号
森口医院 584-0071 富田林市藤沢台５－２－５
坂口医院 584-0072 富田林市高辺台二丁目６番３０号
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会　富田林病院 584-0082 富田林市向陽台１丁目３番３６号
医療法人志伝会　やまだ脳神経外科クリニック 584-0082 富田林市向陽台二丁目１番１０号
医療法人協仁会　クリニックこまつ 572-0015 寝屋川市川勝町１１番１号
医療法人全心会　寝屋川ひかり病院 572-0025 寝屋川市石津元町１２番２０号
社会医療法人　弘道会　寝屋川生野病院 572-0028 寝屋川市日新町２番８号
おおはしクリニック 572-0032 寝屋川市北大利町１２番８号ヴィドールＳＯＮＯビル２

Ｆ
医療法人　はたて医院 572-0043 寝屋川市錦町１９番１号
医療法人　山下医院 572-0046 寝屋川市成美町２番１号
医療法人革島会　革島クリニック 572-0051 寝屋川市高柳二丁目２２番１４号
医療法人和敬会　寝屋川南病院 572-0051 寝屋川市高柳一丁目１番１７号
医療法人　伊藤内科クリニック 572-0066 寝屋川市仁和寺町２５番８号
医療法人道仁会　道仁病院 572-0076 寝屋川市仁和寺本町三丁目９番６号
横田医院 572-0080 寝屋川市香里北之町５番３０号
中條内科皮膚科 572-0082 寝屋川市香里本通町１０番１４号龍宝マンション１階
医療法人　山田クリニック 572-0084 寝屋川市香里南之町１０番２２号
医療法人　香博会　安原こどもクリニック 572-0085 寝屋川市香里新町２２番６号　メディカルプラザ香里新

町３Ｆ・４Ｆ
あらき内科 572-0802 寝屋川市打上宮前町６番１４号
医療法人河北会　河北病院 572-0815 寝屋川市河北東町１９番１号
やまだ診療所 572-0827 寝屋川市萱島本町２０－４フロントＦ彩都３階
医療法人内田会　内田クリニック 572-0827 寝屋川市萱島本町５番８号
染野クリニック 572-0829 寝屋川市萱島信和町２１番３６号
きしもと内科クリニック 572-0834 寝屋川市昭栄町１４番８号Ｊホーム医療ビル　１階
医療法人　博信会　おざわ内科クリニック 572-0837 寝屋川市早子町３番４６号
松島病院 572-0838 寝屋川市八坂町２３番２１号
医療法人一祐会　藤本病院 572-0838 寝屋川市八坂町２番３号
はらだ内科クリニック 572-0838 寝屋川市八坂町１５－８中川ビル２階
社会医療法人山弘会　上山病院 572-0848 寝屋川市秦町１５番３号
一般財団法人大阪府結核予防会　大阪複十字病院 572-0850 寝屋川市打上高塚町３番１０号
医療法人長尾会　ねや川サナトリウム 572-0854 寝屋川市寝屋川公園２３７０番地６
ふくい内科クリニック 572-0857 寝屋川市打上中町１１－７
関西医科大学香里病院 572-8551 寝屋川市香里本通町８番４５号
なわクリニック 583-0852 羽曳野市古市四丁目１番４号大平ビル２階
医療法人　山本内科クリニック 583-0853 羽曳野市栄町２番４号
医療法人医仁会　藤本病院 583-0857 羽曳野市誉田三丁目１５番２７号
医療法人恒尋会　はやま内科クリニック 583-0861 羽曳野市西浦１６２４番地の１
ぬかた内科クリニック 583-0861 羽曳野市西浦３丁目５番１０号羽曳野西浦クリニックビ

ル１Ｆ
医療法人優心会　きのうクリニック 583-0872 羽曳野市はびきの二丁目１番１９号
たてやまクリニック 583-0875 羽曳野市樫山２６５番地
医療法人慶組　おとのクリニック 583-0884 羽曳野市野３７０番地
地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪はびき
の医療センター

583-8588 羽曳野市はびきの三丁目７番１号

医療法人　中井医院 599-0201 阪南市尾崎町八丁目１番２号
医療法人　岡胃腸科・内科 599-0202 阪南市下出２６２番地３
社会医療法人生長会　阪南市民病院 599-0202 阪南市下出１７
みやけファミリークリニック 599-0203 阪南市黒田３８７番１号
医療法人　薮下脳神経外科・内科 599-0204 阪南市鳥取４４０番地の１
ねごろ耳鼻咽喉科クリニック 599-0211 阪南市鳥取中２４９番地の１
医療法人　松若医院 599-0224 阪南市舞三丁目３１番２３号
医療法人　阪口内科皮膚科クリニック 599-0232 阪南市箱作３５０５番地の２
医療法人都健幸会　都健幸会クリニック 599-0236 阪南市桃の木台八丁目４２３番３２
医療法人　妻鹿整形外科 577-0004 東大阪市稲田新町二丁目３０番１３号
医療福祉生活協同組合おおさか　楠根診療所 577-0006 東大阪市楠根二丁目７番８号
医療法人俊清会　ながくら内科クリニック 577-0007 東大阪市稲田本町二丁目１２番２４号
松本医院 577-0007 東大阪市稲田本町３丁目１８－１７
医療法人　仁修会　城野内科医院 577-0013 東大阪市長田中１丁目１番５号
妻野医院 577-0015 東大阪市長田二丁目５番２２号
医療法人にしかわ　にしかわ耳鼻咽喉科 577-0034 東大阪市御厨南２丁目１番１号八戸ノ里ＨＩＲＯビル２

Ｆ
すが医院 577-0053 東大阪市高井田２７番３０号
医療法人　青和会　みずしま内科クリニック 577-0054 東大阪市高井田元町一丁目３番１号
社会福祉法人竹井病院　竹井医院 577-0056 東大阪市長堂一丁目２８番６号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 19/23



「禁煙治療」施設基準届出医療機関　 2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
ルナ　ペイン　クリニック 577-0056 東大阪市長堂一丁目５番６号布施駅前セントラルビル２

階
医療法人　三森会　つゆぐちクリニック 577-0057 東大阪市足代新町３番１６号
水岡医院 577-0061 東大阪市森河内西１丁目１７番７号
医療法人みさき会　みさきクリニック 577-0801 東大阪市小阪１丁目２番２０号
医療法人中和会　中西医院 577-0801 東大阪市小阪二丁目４番２３号
医療法人健信会　岩﨑内科クリニック 577-0802 東大阪市小阪本町一丁目２番８号小阪ジョイスビル１Ｆ
医療法人あおぞら会　ふじもとクリニック 577-0802 東大阪市小阪本町一丁目１１番３号大槻ビル２階
医療法人竹川会　竹川内科クリニック 577-0803 東大阪市下小阪二丁目１４番９号ＹＡＮＯ八戸ノ里駅前

ビル５Ｆ
医療法人　喜心会　丸山クリニック 577-0803 東大阪市下小阪４丁目５番１５号
医療法人　純寿会　なかおオレンジクリニック 577-0804 東大阪市中小阪一丁目２３番１２号
医療法人　幸志会　もり内科クリニック 577-0804 東大阪市中小阪１丁目１８番７号
医療法人宝持会　池田病院 577-0805 東大阪市宝持一丁目９番２８号
医療法人　酒井医院 577-0807 東大阪市菱屋西二丁目７番１６号
医療法人喜誠会　おざきクリニック 577-0807 東大阪市菱屋西５丁目１１番２４号　御厨ビル１Ｆ１０

１号
医療法人　竹村内科 577-0807 東大阪市菱屋西三丁目４番３２号
医療法人慶仁会　安田医院 577-0807 東大阪市菱屋西三丁目４番８号
医療法人宝持会　いけだクリニック 577-0809 東大阪市永和二丁目１番３０号
医療法人関西一円会　なかむら内科・内視鏡クリ
ニック

577-0822 東大阪市源氏ケ丘６番５号

医療法人医修会　荒井医院 577-0823 東大阪市金岡一丁目１７番７号
医療法人慈啓会　宮﨑医院 577-0824 東大阪市大蓮東五丁目１２番１８号
医療法人　旭友会　池田診療所 577-0826 東大阪市大蓮北二丁目５番１号
医療法人五月会　おかクリニック 577-0827 東大阪市衣摺五丁目１９番３７号アストマネックスビル

１階１０１
医療福祉生活協同組合おおさか　東大阪生協病院 577-0832 東大阪市長瀬町一丁目７番７号
医療法人愛光会　たつの胃腸科整形外科 577-0833 東大阪市柏田東町９番２０号　長瀬アーバンハイツ１階
医療法人奥会　奥医院 577-0834 東大阪市柏田本町３番８号
医療法人　龍神内科医院 577-0842 東大阪市足代南一丁目４番５号
白山医院 577-0843 東大阪市荒川一丁目１５番２１号
医療法人　出藍会　大熊内科医院 577-0843 東大阪市荒川二丁目２２番１号
かわぐち呼吸器内科クリニック 577-0843 東大阪市荒川１丁目４番２３号
医療福祉生活協同組合おおさか　生協加納診療所 578-0901 東大阪市加納三丁目５番地１号
西クリニック 578-0911 東大阪市中新開２－１３－３９
医療法人宏西会　西岡ファミリークリニック 578-0922 東大阪市松原一丁目１６番３４号
医療法人陶菁会　陶山医院 578-0924 東大阪市吉田一丁目１番２号　パザパはなぞの２階
医療法人博和会　おさかクリニック 578-0924 東大阪市吉田６丁目１－２７
医療法人孟仁会　東大阪山路病院 578-0925 東大阪市稲葉一丁目７番５号
みどりクリニック 578-0925 東大阪市稲葉一丁目７番３号
医療法人白百合会　白百合診療所 578-0931 東大阪市花園東町一丁目１６番４号
医療法人浩真会　秋山内科医院 578-0931 東大阪市花園東町二丁目１１番１４号秋山内科ビル１階
医療福祉生活協同組合おおさか　はなぞの生協診療
所

578-0934 東大阪市玉串町西一丁目４番４０号

医療法人孝生会　津森医院 578-0935 東大阪市若江東町四丁目２番５号
大友クリニック 578-0942 東大阪市若江本町２－１０－１３
医療法人弘徳会　にしおかクリニック 578-0942 東大阪市若江本町三丁目１番２号
医療法人河内友紘会　河内総合病院 578-0954 東大阪市横枕１番３１号
医療法人知行会　森上内科糖尿病クリニック 578-0961 東大阪市南鴻池町２－２－１２
医療法人誠丞会　よねだ眼科・整形外科クリニック 578-0972 東大阪市鴻池町二丁目１番２９号協栄ハイツ１階
医療法人大阪恵星会　鴻池クリニック 578-0974 東大阪市鴻池元町１１番２４号
医療法人　橋村医院 578-0981 東大阪市島之内二丁目１２番３号
医療法人　川上クリニック 578-0981 東大阪市島之内二丁目１３番１４号１Ａ
医療法人徳洲会　東大阪徳洲会病院 578-0984 東大阪市菱江三丁目６番１１号
医療法人　浩仁会　さんだクリニック 578-0984 東大阪市菱江一丁目２番３３号
地方独立行政法人　市立東大阪医療センター 578-8588 東大阪市西岩田三丁目４番５号
医療法人基誠会　ふじい消化器内科・内視鏡クリ
ニック

579-8003 東大阪市日下町３丁目６番９号

寺田・茨木ホームクリニック 579-8011 東大阪市東石切町３丁目２番１号ビスタ石きり１階
森外科・内科クリニック 579-8014 東大阪市中石切町２－４－２９
はく診療所 579-8021 東大阪市額田町８番３号ビルディング天風３階
和田診療所 579-8027 東大阪市東山町４番８号Ｗ・Ｓ百光ビル１階Ｂ号
いわさきクリニック内科呼吸器科 579-8035 東大阪市鳥居町８番６号
こばやし内科呼吸器クリニック 579-8055 東大阪市末広町３－７ファースト瓢箪山１００号室
社会医療法人若弘会　若草第一病院 579-8056 東大阪市若草町１番６号
医療法人光貴会　しんいけクリニック 579-8065 東大阪市新池島町三丁目５番８号
医療法人幸佑会　溝畑クリニック 579-8066 東大阪市下六万寺町２丁目２番１０号
独立行政法人　地域医療機能推進機構　星ヶ丘医療
センター

573-0013 枚方市星丘四丁目８番１号

医療法人北辰会　天の川病院 573-0022 枚方市宮之阪２丁目２０番１号
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪精神医療
センター

573-0022 枚方市宮之阪３丁目１６番２１号

医療法人　大潤会　みやのさか整形外科 573-0022 枚方市宮之阪三丁目７番１０号
医療法人　草野レントゲン診療所 573-0026 枚方市朝日丘町２番１０号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
 　　 この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 20/23
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人　敬節会　敬節クリニック 573-0032 枚方市岡東町１２番３－４０２号
北野内科循環器内科 573-0032 枚方市岡東町１８－２０枚方中央ビル３階
山田メディカルクリニック 573-0032 枚方市岡東町１８番１５号キューブ枚方駅前　３Ｆ
医療法人仁医会　染矢クリニック 573-0047 枚方市山之上二丁目９番２４号
医療法人優和会　関根医院 573-0047 枚方市山之上四丁目１番地１
医療法人泰仁会　森川クリニック 573-0058 枚方市伊加賀東町５番３号ラ・コート・ドール１０１
医療法人毅峰会　吉田病院 573-0064 枚方市北中振三丁目８番１４号
医療法人　友善会　ともだクリニック 573-0064 枚方市北中振一丁目２２番３号
医療法人医生会　木村内科 573-0064 枚方市北中振三丁目１８－１７
医療法人内藤会　内藤クリニック 573-0066 枚方市伊加賀西町５１番２５号
東香里病院 573-0075 枚方市東香里一丁目２４番３４号
医療法人　香里ヶ丘大谷ハートクリニック 573-0084 枚方市香里ケ丘６丁目８番地
医療法人　山本内科 573-0084 枚方市香里ケ丘十二丁目２８番１号
医療法人みどり会　中村病院 573-0104 枚方市長尾播磨谷１丁目２８３４番地５
医療法人　長尾台診療所 573-0106 枚方市長尾台二丁目１番２６号
医療法人　かいとクリニック 573-0126 枚方市津田西町三丁目１７番３号
医療法人松徳会　松谷病院 573-0126 枚方市津田西町一丁目２９番８号
医療法人田中泌尿器科医院　人工透析センターひら
かた

573-0127 枚方市津田元町四丁目１６番１号

国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 573-0153 枚方市藤阪東町一丁目２番１号
庄野クリニック 573-0162 枚方市長尾西町二丁目１０番２０号
岡崎医院 573-0164 枚方市長尾谷町三丁目６－１５
市立ひらかた病院 573-1013 枚方市禁野本町２丁目１４番１号
くすのき診療所 573-1105 枚方市南楠葉１－２８－１
医療法人　谷口内科 573-1105 枚方市南楠葉一丁目１番２９号
つじなか内科 573-1111 枚方市楠葉朝日２丁目４－４
にしうえファミリークリニック 573-1116 枚方市船橋本町二丁目３４番地
医療法人福命会　くずは画像診断クリニック 573-1121 枚方市楠葉花園町１１番３号ファインシティくずは１Ｆ
医療法人　昭正会　森川医院 573-1123 枚方市南船橋一丁目２番２９号
社会医療法人美杉会　佐藤病院 573-1124 枚方市養父東町６５番１号
医療法人　永松医院 573-1133 枚方市招提元町二丁目１番２１号
水野内科循環器内科 573-1144 枚方市牧野本町１丁目９－７
医療法人敬和会　ふしたにクリニック 573-1146 枚方市牧野阪１丁目１４－５
医療法人清和会　松尾医院 573-1152 枚方市招提中町一丁目１番１号
医療法人御殿山　福田総合病院 573-1178 枚方市渚西一丁目１８番１１号
医療法人大潤会　大潤会クリニック 573-1182 枚方市御殿山町５番２号御殿山クリニックモール２階
医療法人つなぐ　渚たなのファミリークリニック 573-1183 枚方市渚南町２４番３１号なぎさクリニックモール２階
医療法人よつば会　すわ診療所 573-1183 枚方市渚南町２６番５号
医療法人大潤会　よしだ医院 573-1187 枚方市磯島元町１６番１６号
医療法人貴和会　奥田クリニック 573-1191 枚方市新町一丁目７番７号
関西医科大学附属病院 573-1191 枚方市新町二丁目３番１号
医療法人亀寿会　亀岡内科 573-1192 枚方市西禁野二丁目２番１５号
医療法人康成会　大星クリニック 573-1196 枚方市中宮本町７番１５号
室井医院 573-1197 枚方市禁野本町一丁目８番３５号
医療法人宏優会　たなか内科・循環器内科 573-1197 枚方市禁野本町二丁目７番２６－１０１号
医療法人　うえた内科医院 583-0007 藤井寺市林５丁目７番２９号ＫＭ土師ノ里メディカルビ

ル１Ｆ
医療法人　白江医院 583-0008 藤井寺市大井五丁目６番３４号
医療法人清正会　みつおか医院 583-0012 藤井寺市道明寺二丁目５番２９号
くろだ内科クリニック 583-0012 藤井寺市道明寺五丁目４番１号
医療法人　弘仁会　可児医院 583-0017 藤井寺市藤ケ丘二丁目１０番２号
医療法人　浩清会　ナワタクリニック 583-0017 藤井寺市藤ヶ丘二丁目１０番１３号藤ヶ丘メディカルビ

ル１階
医療法人　やまどり医院 583-0018 藤井寺市西古室１丁目２１番２５号
医療法人　西村クリニック 583-0021 藤井寺市御舟町３番１号
医療法人　そごうクリニック 583-0026 藤井寺市春日丘一丁目２番３８号春日丘ビル２Ｆ
中本内科クリニック 583-0027 藤井寺市岡２丁目６番８号
はまぐち内科クリニック 583-0027 藤井寺市岡二丁目８番４６号アコール・アン２階
医療法人春生会　北村外科内科クリニック 583-0034 藤井寺市小山藤の里町１４番３７号
松本クリニック 580-0003 松原市一津屋５－９－５
医療法人黒岡会　黒岡診療所 580-0003 松原市一津屋一丁目２１番２５号
医療法人清清会　清田クリニック 580-0004 松原市西野々一丁目１番１号
医療法人石田会　石田診療所 580-0005 松原市別所３丁目１７－２２
医療法人　琴裕会　市丸内科 580-0016 松原市上田三丁目４番１１号　ペルルＹＴＫ　２階
ひろわたり診療所 580-0021 松原市高見の里１丁目２番３０号ふぁみ～ゆ松原中央１

Ｆ　１０１号室
益海医院 580-0023 松原市南新町一丁目１０番１０号
医療法人　優正会　森村医院 580-0023 松原市南新町１丁目１１番２７号
たけもと内科クリニック 580-0024 松原市東新町三丁目１４番２０号
医療法人　ほづみ小児科クリニック 580-0026 松原市天美我堂四丁目６１番１号
医療法人朔愛会　めぐみ内科・内視鏡クリニック 580-0032 松原市天美東二丁目１３５番地の２松原天美クリニック

ビル１Ｆ
医療法人妻谷会　妻谷クリニック 580-0041 松原市三宅東４丁目１６７４番地１
医療法人　宮髙医院 580-0042 松原市松ケ丘三丁目３番１８号
医療法人翠桜会　うえだクリニック 580-0043 松原市阿保三丁目１番２６号

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
社会福祉法人聖徳会　クリニックいわた 580-0043 松原市阿保３丁目４番３１号
医療法人　清水医院 580-0043 松原市阿保三丁目１５番２５号
医療法人清仁会　水無瀬病院 618-0012 三島郡島本町高浜三丁目２番２６号
医療法人星和会　つついクリニック 583-0992 南河内郡太子町山田７８番地の５
新田クリニック 585-0025 南河内郡河南町さくら坂四丁目１３番１号
医療法人　順心会　前田クリニック 585-0034 南河内郡河南町神山２６９番地
千早赤阪村国民健康保険診療所 585-0041 南河内郡千早赤阪村大字水分１９５番地の１
医療法人仁誠会　箕面正井病院 562-0001 箕面市箕面六丁目４番３９号

〇 医療法人いろは会　よこいクリニック 562-0003 箕面市西小路三丁目１７番３７号
もみじ在宅診療所 562-0003 箕面市西小路５丁目４番１８号
医療法人啓明会　相原病院 562-0004 箕面市牧落三丁目４番３０号
医療法人児成会　ハラノ医院 562-0005 箕面市新稲七丁目１４番１７号
医療法人　知照会　是成クリニック 562-0011 箕面市如意谷１－５－１
医療法人永心会　ながい内科循環器内科クリニック 562-0012 箕面市白島一丁目２番１５号ラポール白島３階
医療法人嵩美会　みほクリニック 562-0022 箕面市粟生間谷東五丁目２５番２３号
くさかクリニック 562-0022 箕面市粟生間谷東一丁目３３番３号フィールズ箕面１階
医療法人恕心会　みなみクリニック 562-0023 箕面市粟生間谷西一丁目１番１２号－１階
横山スマイル内科クリニック 562-0023 箕面市粟生間谷西３丁目７番７号
おざわクリニック 562-0023 箕面市粟生間谷西三丁目７番９号シャトー野間１階
医療法人　来香理会　内科外科にいみ医院 562-0032 箕面市小野原西五丁目１２番３２号ティンガルコート１

階
大石クリニック 562-0036 箕面市船場西３－６－３２箕面船場クリニックビル３０

２号室
医療法人　ふじもとクリニック 562-0043 箕面市桜井一丁目７番２０号宝メディカルビル１Ｆ
医療法人　いどぐちファミリークリニック 562-0044 箕面市半町三丁目１６番１号
北大阪医療生活協同組合　照葉の里箕面病院 563-0252 箕面市下止々呂美５６１番地
医療法人桜来会　きむらクリニックしんまち分院 563-0257 箕面市森町中一丁目１番６号
社会医療法人弘道会　守口生野記念病院 570-0002 守口市佐太中町六丁目１７番３３号
かじうらクリニック 570-0003 守口市大日町三丁目２５番１７号
医療法人愛泉会　愛泉会病院 570-0005 守口市八雲中町二丁目４番２６号
ちはるクリニック 570-0008 守口市八雲北町２－１０－９シャーメゾンステラ１Ｆ
佐藤外科 570-0011 守口市金田町１－７１－１３
むらかわ内科 570-0012 守口市大久保町５丁目６８－９
北原医院 570-0012 守口市大久保町四丁目１番７号
石井内科医院 570-0015 守口市梶町四丁目４番１２号
医療法人　さかいクリニック 570-0016 守口市大日東町１番１８号イオンモール大日３階
医療法人　祥友会　カワバタ内科 570-0017 守口市佐太東町二丁目９番１０号ジャガーイーストビル

３階
医療法人　山中クリニック 570-0017 守口市佐太東町二丁目３番５号
戸田診療所 570-0021 守口市八雲東町２丁目５７番６号
秋山医院 570-0026 守口市松月町４番３４号
医療法人　慈翔会　沼脳神経外科クリニック 570-0028 守口市本町２丁目１－２４　守口ミッドサイト文禄ヒル

ズ　ザ・タワー１Ｆ
加藤クリニック 570-0034 守口市西郷通一丁目１０番１号
内田診療所 570-0035 守口市東光町一丁目２８番１１号
医療法人　博愛会　守口診療所 570-0035 守口市東光町一丁目２２番２０号
さくらクリニック 570-0042 守口市寺方錦通１丁目１０番３号
医療法人　慈恩会　森脇クリニック 570-0043 守口市南寺方東通３丁目１番１４号
医療法人清水会　鶴見緑地病院 570-0044 守口市南寺方南通３丁目４番８号
てらかたクリニック 570-0045 守口市南寺方中通２丁目２番２３号
医療法人　袋井医院 570-0045 守口市南寺方中通三丁目１０番８号
菱田医院 570-0045 守口市南寺方中通一丁目５番１号
医療法人誠心会　森口医院 570-0054 守口市大枝西町１５番８号
医療法人　創健会　賴内科胃腸科 570-0065 守口市滝井元町一丁目８－７　アスク滝井１Ｆ
医療法人　まちだクリニック 570-0066 守口市梅園町２番３０号カーサローズヒル２階
関西医科大学総合医療センター 570-0074 守口市文園町１０番１５号
たにがわ整形外科クリニック 570-0083 守口市京阪本通一丁目１番１１号リエス守口１Ｆ
パナソニック健康保険組合　松下記念病院 570-8540 守口市外島町５番５５号
菊池内科 581-0003 八尾市本町七丁目１１番１８号南加茂ビル２階
医療法人　田中医院 581-0003 八尾市本町五丁目１番７号
医療法人　中田こころのクリニック 581-0004 八尾市東本町三丁目６番２６号　レークランド喜多１Ｆ
医療法人誠悠会　塩田整形外科 581-0005 八尾市荘内町一丁目２番２０号
医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院 581-0011 八尾市若草町１番１７号
室家あったかクリニック 581-0013 八尾市山本町南４丁目３番２１号
医療法人貴島会　貴島病院本院付属クリニック 581-0013 八尾市山本町南一丁目３番４号ノーブル山本ビル３階
坂口内科 581-0013 八尾市山本町南六丁目６番１８号
医療法人恭敬会　吉﨑クリニック 581-0013 八尾市山本町南一丁目４番７号
医療法人治心会　なかむらクリニック 581-0015 八尾市刑部二丁目１８２番地
医療法人朋侑会　吉田クリニック 581-0021 八尾市山本高安町二丁目１番３号
医真会八尾リハビリテーション病院 581-0023 八尾市都塚３丁目１０１５番１
医療法人清心会　八尾こころのホスピタル 581-0025 八尾市天王寺屋六丁目５９番地
医療福祉生活協同組合おおさか　八尾クリニック 581-0027 八尾市八尾木六丁目１００番地
医療法人治心会　志紀なかむらクリニック 581-0031 八尾市志紀町二丁目４６番地小枝ビルⅡ２階
医療法人爽林会　ハヤシクリニック 581-0031 八尾市志紀町一丁目１３番地ジョイフルオオイシビル１

階

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
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新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
医療法人晃生会　半田クリニック 581-0038 八尾市若林町一丁目８７番地
おおまえ内科クリニック 581-0042 八尾市南木の本３丁目４５－５
やお城田クリニック 581-0044 八尾市木の本１丁目７番１
医療法人和香会　だてクリニック 581-0053 八尾市竹渕東三丁目４番地の２
石垣クリニック 581-0061 八尾市春日町１－４－４　たまごビル１Ｆ、３Ｆ
竹中医院 581-0062 八尾市東太子二丁目１番１４号
医療法人　健医会　松井医院 581-0063 八尾市太子堂五丁目１番３８号
ふるかわ内科クリニック 581-0068 八尾市跡部北の町三丁目１番２６号久宝寺クリニックビ

ル１階
医療法人廣福会　くまもとクリニック 581-0069 八尾市龍華町一丁目４番１号メガシティタワーズ２階
八尾市立病院 581-0069 八尾市龍華町一丁目３番１号
医療法人島田会　いなりば内科クリニック 581-0071 八尾市北久宝寺一丁目２番３０号
医療法人　藤井内科小児科 581-0072 八尾市久宝寺一丁目１番８号
医療法人　うめもと循環器内科クリニック 581-0085 八尾市安中町３丁目５番１４号ＪＲ八尾クリニックビル

２階
小林医院 581-0087 八尾市明美町１丁目４番２６号
医療法人貴医会　貴島中央病院 581-0088 八尾市松山町一丁目４番１１号
医療法人　貴島医院 581-0095 八尾市田井中四丁目１７２
医療法人　松尾クリニック 581-0803 八尾市光町一丁目４６番地２階
医療法人　清祐会　甲野クリニック 581-0803 八尾市光町２丁目３２番パストラル光町１階
堀谷診療所 581-0803 八尾市光町一丁目７番地良富ビル１階
医療法人　永光会　新井クリニック 581-0818 八尾市美園町４丁目１０９番３
八尾北医療センター 581-0823 八尾市桂町六丁目１８番地１
医療法人　貴島会　貴島病院本院 581-0853 八尾市楽音寺三丁目３３番地
医療法人　阪本医院 581-0864 八尾市大字山畑５番１号
医療法人　山田医院 581-0867 八尾市山本町四丁目１番１４号
北田内科・呼吸器内科 581-0874 八尾市教興寺一丁目５７－１
医療法人　ほりい内科・整形外科クリニック 581-0882 八尾市恩智北町一丁目７３番地

　※「新規」は前回更新分から新たにニコチン依存症管理料の適用を申請した医療機関です。
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