
Information

■登録医一覧ポスター・ベース 

 

会沢医院 

井口医院 

上西医院 

おおたに医院 

岡田診療所 

加藤耳鼻咽喉科 

川喜多クリニック 

葛本医院 

春田クリニック 

堀田眼科 

松本医院 

渡辺整形外科 

 

 

和泉医院 

伊藤医院 

大坂外科医院 

大塚クリニック 

神末小児科 

神経科・河　会クリニック 

小澤内科医院 

佐藤眼科医院 

壺井医院 

中尾医院 

西村診療所 

村田外科整形外科クリニック 

吉田医院 

吉田内科 

 

浅井内科医院 

浅井皮膚科 

天野整形外科 

岡部内科 

かとう内科　 

金子外科 

加野医院 

木戸内科 

切通眼科駒川診療所 

黒岩胃腸科外科 

甲村医院 

佐々木クリニック　 

杉浦眼科医院 

田中医院 

西谷医院　 

西村医院 

西本耳鼻咽喉科 

針中野診療所 

藤本医院 

船内内科医院 

望月医院 

山本クリニック 

吉田医院 

和田医院 

和田耳鼻咽喉科医院 

 

 

阿部耳鼻咽喉科 

上田医院 

おおしろクリニック 

岡藤クリニック 

北島クリニック 

榊クリニック 

坂田医院 

武知小児科・内科 

長　クリニック 

はまだ医院 

藤村外科医院 

矢野内科 

 

 

有馬外科整形外科 

井上クリニック 

大西医院 

大西医院 

里村医院 

白鷺病院附属診療所 

白鷺南クリニック 

青洲会診療所 

たなか医院 

渡辺医院 

 

 

青木小児科 

大塚眼科 

大野内科 

奥村小児科医院 

くだら診療所 

高畑産婦人科 

杉本クリニック 

田島医院 

蔦耳鼻咽喉科　 

中浜医院 

服部眼科医院 

服部眼科医院 

マエダクリニック 

山下医院 

友愛医院　 

 

 

大沢クリニック 

クリニックそうせい 

呉家整形外科 

澤田内科クリニック 

田中クリニック 

ヒグチ外科　 

福田内科医院 

森医院 

若山医院 

 

 

浅川クリニック 

足立医院 

荒木内科小児科 

上田皮膚科 

大屋耳鼻咽喉科 

落合クリニック 

川合内科医院 

クロダ・クリニック 

佐井医院 

整形外科やのクリニック 

玉田整形外科 

中村医院本院 

浜口医院 

藤井クリニック 

藤本医院 

フジモト眼科 

枡谷耳鼻咽喉科クリニック 

宮　医院 

森沢クリニック 

山本医院 

 

 

慶元クリニック 

こうクリニック 

ササモト眼科 

循環器科胃腸科和田内科 

中尾クリニック 

樋口皮フ科 

平池医院 

ふじもと整形外科 

やすだ内科クリニック 

山口クリニック 

山下医院 

山田医院 

 

上山クリニック 

ウマノ整形外科クリニック 

奥田医院　 

樫根産婦人科 

クロダ耳鼻科 

島田内科 

高岡内科 

ともだクリニック 

中島医院 

にしじま内科・小児科 

広瀬内科胃腸科 

藤崎クリニック 

みどり眼科クリニック 

矢田生協医療センター 

前田医院　 

松山診療所 

 

青葉堂薬局グリーン店 

オカモト薬局 

コスモ薬局 

流町薬局 

ハート薬局 

ふくろう薬局 

本町薬局 

マスミ薬局 

命泉堂漢方薬局 

 

 

いずみ薬局 

オグラ薬局 

くるみ薬局 

コスモ薬局 

セトグチ薬局 

トーワ薬局 

ハッピー薬局 

フレンド薬局 

みかさ薬局 

本町ピーチ薬局 

ライフ平野薬局 

 

 

青葉堂薬局 

あさひ薬局 

アジア薬局 

池田薬局 

イズミ薬局 

イルカ薬局 

瓜破エヌ・ピー・シー薬局 

瓜破あさひ薬局 

木島薬局 

ジャスコ東住吉薬局 

ハザマ薬局瓜破店 

ハローあゆ夢薬局 

フタバ薬局うりわり店 

 

 

うしおだ薬局 

カスタニ薬局 

コトブキ薬局平野店 

サンアイ薬局 

ハザマ薬局喜連店 

 

 

加美薬局 

加美西薬局 

加美ピーチ薬局 

サンセール薬局 

関口薬局 

のぞみ薬局 

ハザマ薬局加美南店 

ハザマ薬局 

ミキ薬局 

吉田薬局 

 

 

 

青葉堂薬局 

アサヒ薬局 

アスカ薬局 

あずま薬局 

イケダ薬局 

イチョウ薬局 

ウエムラ薬局 

エヌ・ピー・シー薬局 

キョウエイ薬局 

すみれ薬局 

永昌堂薬局 

中山薬局 

長吉中央薬局 

ヒラノ薬局 

ヒラノ薬局南店 

大和薬局 

ラベンダー薬局 

 

葵クリニック 

明石眼科　　　　　 

池田医院　　　　　　 

石橋医院　　　　　　 

井上医院　　　　　 

岩谷小児科　　　　　 

植田産婦人科　　　　 

斧山医院　　　　　　 

金川医院　　　 

萱澤・櫻井クリニック　菊

池医院　　　　　　 

草部整形外科　　　　 

酒井耳鼻咽喉科　　　 

酒井内科　　　　　　 

向坂医院　　　　　 

伸友クリニック　　　 

曽山医院　　　　　　 

竹村皮フ科クリニック 

谷村外科・内科　　　　

田村耳鼻咽喉科医院　 

津川耳鼻咽喉科医院　 

坪田医院　　　　　　 

津村眼科医院　　　　 

長浦小児科　　　　 

長岡医院　　　　　　 

中野医院　　　　　　 

長安医院　　　　　　 

中山クリニック　　 

埜村医院　　 

服部眼科医院 

東森医院　　　　　 

平井診療所 

平山クリニック 

深津クリニック　　 

まさもとクリニック 

マスミ診療所　　　　 

みのりクリニック 

むいメンタルクリニック

村田クリニック 

柳医院　 

山本皮膚科本院 

米川医院 

 

 

愛幸診療所　　　　　 

伊藤クリニック 

入谷医院　　　　　　 

植田産婦人科・内科　 

上西クリニック　　　 

おおつき整形外科 

栗原医院　　　　　 

くりはら皮フ科クリニック 

杉本クリニック 

杉本診療所　　　　　 

田口診療所　　　　　 

たぐち眼科　　　　　 

谷口眼科　　　　　　 

なかのクリニック　　 

にしまきクリニック 

橋村診療所　　　　　 

花田耳鼻咽喉科医院 

羽野内科　　　　　　 

平野保健所　　　　　 

平山整形外科　　　 

古川耳鼻咽喉科　　　 

古川皮膚科・形成外科 

舳松内科クリニック 

松田クリニック 

松村小児科医院　　　 

山内内科小児科医院　 

山田クリニック 

吉田眼科医院　　　　 

ヨシダ外科 

渡辺医院 

 

 

浅田医院 

新井クリニック　　　 

井藤医院　　　　　　 

井上クリニック　　 

岩切診療所　　　　　 

おおあらクリニック 

岡田医院　　　　　　 

川満整形外科　　　 

小西医院　　　　　　 

小堀整形外科　　　　 

近藤眼科医院　　　　 

酒井診療所　　　　 

さくらいクリニック 

野崎クリニック 

林診療所　　　　　 

原田耳鼻咽喉科医院 

福嶋クリニック　　　 

松原診療所　 

三嶋医院　　　　　　 

南出整形外科　　　　 

森本医院　　　　　　 

矢倉クリニック　　　 

山内診療所　　　　 

吉村医院 

 

 

市原クリニック　　　 

いぬいクリニック　　 

上出医院　　　　　　 

宇野眼科　　　　　 

海野診療所　　　　　 

佐久間クリニック 

つじおか眼科 

浜中医院　　　　　　 

山田診療所　　　　　 

横山整形外科クリニック 

吉村診療所 

 

 

キムクリニック　　　 

宇野医院　　　　　 

恵谷医院　　　　　　 

柏木外科胃腸科　　　 

鞍作診療所　　　　　 

クリニック 吉田内科 

黒瀬胃腸科外科診療所 

晃生整形外科　　　　 

こうだ医院　　　　 

酒井医院 

さだ内科クリニック　　 

城内科眼科 

高木レディースクリニック 

田仲整形外科 

陶山医院　　　　　　 

樹クリニック　　　　 

寺下医院　　　　　　 

中谷小児・内科クリニック 

のだ耳鼻咽喉科 

ノベハラ医院　　　　 

畠山整形外科 

松本クリニック　　　　 

ミスミ診療所 

やまざわ整形外科 

由良内科 

 

 

 

あかばねクリニック 

池渕クリニック 

稲葉医院 

上田外科医院 

宇野耳鼻咽喉科 

大西耳鼻咽喉科医院 

岡部耳鼻咽喉科医院 

おかむら眼科 

おかもと耳鼻咽喉科　 

河合眼科　　　　　　 

川越診療所　　　　　 

坂部医院　　　　　　 

佐々木産婦人科医院 

芝切医院　　　　　 

嶋谷診療所　　　　　 

庄野医院　　　　　　 

鈴川医院　　　　　　 

三光寺クリニック 

大同クリニック 

土居整形外科医院 

中谷医院 

中西診療所 

ながはまクリニック 

長吉診療所 

西村皮フ科クリニック 

西脇クリニック　　　　 

橋本医院　　　　　　 

橋本医院　　　　　　 

長谷川整形外科医院 

日野レディースクリニック

細川医院　　　　　 

細野医院　　　　　　 

まきの眼科 

村山小児科　　　　　 

毛受医院　　　　　　 

元林産婦人科内科　　 

森本医院　　　　　　 

吉田医院　　　　　　 

吉田整形外科クリニック 

 

東住吉区北田辺５－９－７ 

東住吉区北田辺６－１３－８ 

東住吉区北田辺１－２－３０ 

東住吉区北田辺６－２１－２０ 

東住吉区北田辺３－３－１８ 

東住吉区北田辺４－２２－６ 

東住吉区北田辺４－２２－６ 

東住吉区北田辺４－１１－２１ 

東住吉区北田辺６－６－３－１０３ 

東住吉区北田辺４－１３－３ 

東住吉区北田辺３－１４－１７ 

東住吉区北田辺２－５－７ 

 

 

東住吉区田辺４－５－１０ 

東住吉区山坂１－１７－５ 

東住吉区田辺５－５－１０ 

東住吉区田辺１－１１－１３ 

東住吉区田辺３－５－６ 

東住吉区山坂１－２０－１０ 

東住吉区田辺４－１５－３ 

東住吉区田辺３－２３－１ 

東住吉区田辺３－１９－２３ 

東住吉区山坂２－７－１５ 

東住吉区山坂２－４－４ 

東住吉区田辺２－１１－３３ 

東住吉区田辺３－２４－４ 

東住吉区田辺６－１－５ 

 

東住吉区駒川５－１３－９ 

東住吉区駒川３－２７－２８ 

東住吉区駒川４－１－５ 

東住吉区東田辺２－１１－２９ 

東住吉区東田辺３－１３－２１ 

東住吉区東田辺２－２７－８ 

東住吉区駒川３－３０－３ 

東住吉区東田辺１－１７－１２ 

東住吉区駒川３－２７－１５ 

東住吉区駒川４－３－１２ 

東住吉区東田辺２－７－７ 

東住吉区駒川５－９－１２ 

東住吉区駒川３－１－７ 

東住吉区駒川５－２２－２２ 

東住吉区東田辺３－６－１６ 

東住吉区東田辺３－２７－２４ 

東住吉区東田辺２－１－２ 

東住吉区駒川５－７－９ 

東住吉区東田辺１－８－７ 

東住吉区駒川３－１７－２４ 

東住吉区東田辺３－２４－２ 

東住吉区駒川５－４－１５ 

東住吉区駒川４－１２－５ 

東住吉区東田辺２－２１－５ 

東住吉区駒川４－７－２ 

 

 

東住吉区鷹合３－１７－３１ 

東住吉区鷹合３－１６－１８ 

東住吉区鷹合１－１７－３０ 

東住吉区鷹合４－１－６７ 

東住吉区鷹合４－１３－１７ 

東住吉区鷹合２－１６－２９ 

東住吉区鷹合２－３－２７ 

東住吉区鷹合２－１７－４ 

東住吉区鷹合２－１－１６ 

東住吉区鷹合１－１４－７ 

東住吉区鷹合３－１４－１７ 

東住吉区鷹合２－１３－１６ 

 

 

東住吉区杭全３－１－１ 

東住吉区杭全５－８－１５ 

東住吉区杭全４－３－１４ 

東住吉区杭全８－１１－１７ 

東住吉区杭全７－７－８ 

東住吉区杭全７－１０－１９ 

東住吉区今川１－６－２ 

東住吉区杭全１－４－２０ 

東住吉区杭全１－１６－２ 

東住吉区杭全８－２－２８ 

 

 

東住吉区西今川１－４－１１ 

東住吉区桑津５－４－２３ 

東住吉区駒川１－２１－１８ 

東住吉区桑津２－１０－６ 

東住吉区桑津１－２９－３ 

東住吉区駒川１－６－１２ 

東住吉区桑津５－１１－８ 

東住吉区西今川１－６－１６ 

東住吉区駒川１－１－２９ 

東住吉区桑津３－１２－１８ 

東住吉区桑津１－２０－１４ 

東住吉区駒川１－１０－２１ 

東住吉区駒川１－９－７ 

東住吉区西今川１－２４－２６ 

東住吉区桑津３－２８－９ 

 

 

東住吉区西今川３－１５－１０ 

東住吉区今川４－５－９ 

東住吉区駒川２－２－１６ 

東住吉区駒川２－２－１６－１０１ 

東住吉区西今川３－１２－２６ 

東住吉区中野１－５－６ 

東住吉区西今川３－１２－１５ 

東住吉区西今川３－７－１１ 

東住吉区今川４－１１－７ 

 

 

東住吉区湯里１－１－１1 

東住吉区湯里２－１８－２ 

東住吉区湯里５－８－１７ 

東住吉区針中野４－１２－２７ 

東住吉区針中野３－１２－１９ 

東住吉区湯里４－９－１１ 

東住吉区中野４－１０－５ 

東住吉区湯里２－２０－１２ 

東住吉区針中野４－９－１５ 

東住吉区湯里１－１－８ 

東住吉区湯里６－１４－１４ 

東住吉区湯里６－１３－２３ 

東住吉区湯里５－１４－２１ 

東住吉区針中野３－９－２４ 

東住吉区湯里２－１５－２０ 

東住吉区湯里１－３－２２ 

東住吉区湯里４－７－３０ 

東住吉区針中野３－１０－２０ 

東住吉区湯里１－１４－１３ 

東住吉区湯里２－５－１１ 

 

 

東住吉区山坂５－１６－２５ 

東住吉区南田辺５－３０－７ 

東住吉区山坂４－１－２７ 

東住吉区山坂５－２－８ 

東住吉区南田辺１－７－２ 

東住吉区山坂５－１－８ 

東住吉区南田辺１－２－２５ 

東住吉区山坂３－９－１４ 

東住吉区南田辺３－１１－２１ 

東住吉区南田辺３－２１－１７ 

東住吉区山坂４－１８－１７ 

東住吉区山坂３－８－２５ 

 

東住吉区矢田２－５－６ 

東住吉区矢田２－１７－３ 

東住吉区矢田４－１９－４ 

東住吉区住道矢田１－２－６ 

東住吉区矢田２－１９－１４ 

東住吉区矢田４－１０－１７ 

東住吉区公園南矢田１－５－６ 

東住吉区照ヶ丘矢田２－３－２０ 

東住吉区照ヶ丘矢田１－１０－１５ 

東住吉区公園南矢田１－１－１０ 

東住吉区照ヶ丘矢田１－１１－２２ 

東住吉区照ケ丘矢田１－１０－１２ 

東住吉区矢田２－９－１４ 

東住吉区矢田５－８－２ 

東住吉区矢田４－１３－５ 

東住吉区住道矢田１－２５－５ 

 

 

平野区平野北２－１４－６ 

平野区平野宮町１－６－１－１０１ 

平野区平野本町５－１－２４ 

平野区平野本町３－８－７ 

平野区平野市町１－１０－１８ 

平野区流町３－１３－９ 

平野区平野宮町２－６－１６ 

平野区平野市町３－５－２５ 

平野区平野本町４－１６－１７ 

平野区平野馬場２－５－２４ 

平野区平野市町３－５－１９ 

平野区平野南３－８－１６ 

平野区平野北１－１０－３７ 

平野区平野本町５－８－３１ 

平野区平野元町８－１５ 

平野区平野南３－４－５ 

平野区平野本町３－８－１０ 

平野区平野宮町１－５－５－１７３ 

平野区平野南１－１０－２４　 

平野区平野本町４－１５－８ 

平野区平野上町２－７－２７ 

平野区流町３－２－４ 

平野区平野上町１－４－１６ 

平野区平野宮町１－６（イズミ屋１階） 

平野区流町３－１０－２４ 

平野区流町３－１５－８ 

平野区平野東３－１－２１ 

平野区平野本町４－２－１７ 

平野区平野上町１－１－３ 

平野区平野本町３－１２－５ 

平野区平野上町２－９－１３ 

平野区平野市町２－７－１０ 

平野区平野南２－９－２９ 

平野区平野南１－５－２８ 

平野区平野東１－３－１７ 

平野区流町３－１８－１０ 

平野区平野北１－４－２１ 

平野区平野宮町１－５－５－１８４ 

平野区平野東１－８－２９ 

平野区平野南４－２－３ 

平野区平野本町３－５－１ 

平野区平野北２－２－３０　 

 

 

平野区西脇１－７－１ 

平野区背戸口５－６－２８ 

平野区平野本町２－１３－１４ 

平野区平野西２－５－４ 

平野区平野西３－９－２１ 

平野区平野西２－４－２９ 

平野区平野上町１－１７－２２ 

平野区平野西３－１－１８ 

平野区平野西1-2-22 

平野区平野西１－２－８ 

平野区平野本町１－１４－１３ 

平野区平野本町１－１４－１３ 

平野区流町１－２－９ 

平野区背戸口３－４－１４ 

平野区背戸口１－２２－１６ 

平野区背戸口３－４－９ 

平野区平野西４－１０－２１ 

平野区背戸口１－９－１１ 

平野区平野西３－５－５　 

平野区背戸口５－６－２６ 

平野区流町１－１－６ 

平野区流町１－１－６ 

平野区平野西４－３－１ 

平野区背戸口１－１２－１０ 

平野区平野西６－５－３３ 

平野区背戸口４－７－７ 

平野区西脇３－２－７ 

平野区背戸口１－２１－２１ 

平野区西脇４－１－５５ 

平野区平野西１－７－２７ 

 

 

平野区瓜破２－３－２ 

平野区喜連西３－１３－２４ 

平野区瓜破２－１－６５ 

平野区瓜破西２－７－４９ 

平野区喜連西４－４－２ 

平野区瓜破西１－６－２４ 

平野区瓜破西３－１１－９ 

平野区喜連西４－６－６９－１０１ 

平野区瓜破５－２－３２ 

平野区瓜破２－１－６ 

平野区瓜破２－１－１３ 

平野区瓜破東２－７－５５ 

平野区瓜破西１－８－４８ 

平野区瓜破２－２－１８　 

平野区喜連西３－１３－１８　 

平野区瓜破１－２－５２　 

平野区瓜破１－３－１２　 

平野区瓜破東１－１－３２ 

平野区瓜破２－３－３５ 

平野区喜連西１－１１－２６ 

平野区瓜破西１－８－８６ 

平野区瓜破東３－３－２０ 

平野区瓜破２－１－５５ 

平野区瓜破３－２－４０ 

 

 

平野区喜連東２－２－２９ 

平野区喜連東３－５－５０ 

平野区喜連４－１７－１０ 

平野区喜連東５－１５－１３ 

平野区喜連２－５－４５ 

平野区喜連４－８－６３ 

平野区喜連１－１－１１ 

平野区喜連２－６－３４ 

平野区喜連５－１－１９ 

平野区喜連東４－４－１９　 

平野区喜連２－７－３１ 

 

 

平野区加美北１－７－７ 

平野区加美東４－７－２１ 

平野区加美鞍作３－１１－２３　 

平野区加美南５－６－７ 

平野区加美鞍作２－６－２９ 

平野区加美鞍作３－２－３２ 

平野区加美西２－８－１ 

平野区加美正覚寺１－２５－１９ 

平野区加美東４－２２－９ 

平野区加美正覚寺２－６－１３　 

平野区加美東１－１３－４４ 

平野区加美東４－１９－２４ 

平野区加美東１－１３－４４ 

平野区加美北５－１０－５２ 

平野区加美正覚寺２－１－９ 

平野区加美北８－１８－４１ 

平野区加美鞍作３－１０－１７ 

平野区加美正覚寺２－１０－２９ 

平野区加美東１－８－２４ 

平野区加美南１－８－１８ 

平野区加美北３－１０－１５ 

平野区加美東６－１－８ 

平野区加美東２－３－３ 

平野区加美東４－１１－１５ 

平野区加美東４－１５－２３ 

 

 

 

平野区長吉長原西１－４－６ 

平野区長吉出戸２－４－１６ 

平野区長吉川辺３－４－７８ 

平野区長吉六反３－４－２０ 

平野区長吉出戸４－１－２１ 

平野区長吉長原東３－１－７１ 

平野区長吉六反２－６－３９ 

平野区長吉六反２－４－５　 

平野区長吉長原３－１－２９ 

平野区長吉長原東１－７－１６ 

平野区長吉川辺３－８－６ 

平野区長吉長原東２－１－４ 

平野区長吉六反３－２１－１３　 

平野区長吉長原東１－７－１６ 

平野区長吉川辺１－１－７　 

平野区長吉出戸３－１－４３ 

平野区長吉六反２－１２－７ 

平野区長吉出戸１－７－３２ 

平野区長吉六反３－２１－７　 

平野区長吉長原４－１－６　 

平野区長吉長原４－１－１７ 

平野区長吉長原１－１－５３ 

平野区長吉出戸２－４－２７ 

平野区長吉川辺３－２０－１４　 

平野区長吉長原東３－２－６　 

平野区長吉出戸５－３－１ 

平野区長吉出戸４－１－３ 

平野区長吉六反２－４－２　 

平野区長吉出戸５－２－１３　 

平野区長吉長原３－１６－６ 

平野区長吉長原３－７－１５ 

平野区長吉出戸８－４－８ 

平野区長吉長原東３－５－７ 

平野区長吉長原東３－２－３３　 

平野区長吉長原東３－５－１　 

平野区長吉出戸８－７－２８ 

平野区長吉長原１－９－９ 

平野区長吉六反５－９－１１ 

平野区長吉長原東３－２－５  

 

平野区平野宮町１－５－５ 

平野区平野市町３－２－２９ 

平野区平野南１－８－３０ 

平野区流町４－１１－５ 

平野区平野本町３－８－２ 

平野区平野東１－２－１４ 

平野区平野本町４－１１－１２ 

平野区流町３－１８－１０ 

平野区流町３－２０－２２ 

 

 

平野区西脇４－２－３ 

平野区平野本町４－２－１９ 

平野区馬場２－５－２４ 

平野区平野本町１－１４－３４ 

平野区背戸口２－１４－２ 

平野区背戸口３－４－１４ 

平野区背戸口４－２－１６ 

平野区流町１－１－６ 

平野区流町１－１－１ 

平野区平野本町１－５－２ 

平野区背戸口３－９－３０ 

 

 

平野区瓜破２－１－６ 

平野区瓜破２－１－１７ 

平野区喜連西３－１３－２６ 

平野区瓜破３－１－１３ 

平野区瓜破西１－１０－２７ 

平野区瓜破西１－８－８４ 

平野区瓜破西２－７－４９－１０８ 

平野区瓜破２－３－２－１０２ 

平野区瓜破西３－１３－６ 

平野区瓜破２－１－１３ 

平野区瓜破１－３－５ 

平野区瓜破２－１－１６ 

平野区瓜破西２－２－７ 

 

 

平野区喜連東１－７－２１ 

平野区喜連５－８－３２ 

平野区喜連東１－７－２１ 

平野区喜連東１－４－５２ 

平野区喜連４－８－６８ 

 

 

加美東２－３－４１ 

加美西２－２－１１ 

加美鞍作３－１０－１９ 

加美鞍作１－１－４１ 

加美正覚寺２ー１０－２６ 

加美東４－１１－１５ 

加美南５－６－９ 

加美鞍作２－１３－１５ 

加美東４－１４－１８ 

加美鞍作１－４－１７ 

 

 

 

長吉長原東１－７－１６ 

長吉長原東３－５－３ 

長吉長原３－１－２７ 

長吉長原１－２－４３ 

長吉長原西１－５－３８ 

平野区長吉出戸４－１－１ 

長吉長原西４－３－２ 

長吉長原東３－２－５－１０３ 

長吉長原東３－２－３４－１０６ 

長吉六反３－４－２１ 

平野区長吉出戸７－１０－３６ 

平野区長吉出戸１－１１－７８ 

長吉六反３－１－４ 

長吉長原４－１－３ 

長吉川辺１－１－８ 

長吉長原１－４－９ 

平野区長吉出戸１－７－５ 

杭全ファーマライズ薬局 

杭全みなみ薬局 

スマット薬局 

（有）タカノ薬局 

辻岡薬局 

富士薬局 

モリモト薬局今川店 

 

東住吉区杭全７－９－１８ 

東住吉区今川１－４－１０ 

東住吉区杭全５－８－２１ 

東住吉区杭全８－７－３４ 

東住吉区今林４－６－１ 

東住吉区今林１－２－６８ 

東住吉区今川１－７－１７ 

 

今川薬局 

サカイ薬局 

さしわ薬局 

ヒノデ薬局 

明佑薬局 

東住吉区西今川２－１２－１８ 

東住吉区西今川２－９－７ 

東住吉区西今川１－４－１４ 

東住吉区今川７－１３－２９ 

東住吉区今川４－２１－１０ 

天美薬局東田辺店 

聖寿堂薬局 

大丸薬局 

ドレミ薬局駒川中野店 

 

東住吉区東田辺３－６－１７ 

東住吉区駒川５－１４－１５ 

東住吉区駒川４－９－１８ 

東住吉区駒川３－３０－５ 

田辺地区 

南田辺地区 

東田辺地区 

鷹合地区 

桑津地区 

育和地区 今川地区 

南百済地区 

矢田地区 

北田辺地区 

平野・平野南連合 平野西・新平野西連合 

喜連西・瓜破西・瓜破北・瓜破・瓜破東連合 

喜連北・喜連・喜連東連合 

加美北・加美・加美東・加美南部連合 

長吉出戸・長吉西部・長吉東部 
長原東・長吉六反・長吉六反東連合 

平野・平野南連合 
平野西 
新平野西連合 

喜連西・瓜破西・瓜破北 
瓜破・瓜破東連合 

喜連北・喜連 
喜連東連合 

加美北・加美・加美東 
加美南部連合 

長吉出戸・長吉西部 
長吉東部・長原東 
長吉六反・長吉六反東連合 

加美駅

平野駅

東部市場前駅

東住吉森本病院 

J
R
阪
和
線

長
居
駅

鶴
ヶ
丘
駅

南
田
辺
駅

長
居
駅

地
下
鉄
御
堂
筋
線 

北
田
辺
駅

今
川
駅

針
中
野
駅

矢
田
駅

近
鉄
南
大
阪
線 

長
原
駅

喜連瓜破駅 
出戸駅 

駒川中野駅

田
辺
駅

城
東
貨
物
線

地
下
鉄
谷
町
線 

阪
神
高
速
14
号
松
原
線 

阪和貨物線 

平野駅 

関西本線（大和路線）

桑 津 地 区 

北田辺地区 

東田辺地区 
南田辺地区 

田 辺 地 区 

今 川 地 区 

矢 田 地 区 

育 和 地 区 

南百済地区 

平 野  西 

新平野西 

  連　合 

平　野 

平野南 

連　合 

加 美 北 

加 　 美 

加 美 東 

加美南部 

  連　合 

喜連北 

喜　連 

喜連東 

連　合 

喜連西 

瓜破北 

瓜破西 

瓜　破 

瓜破東 

連　合 

長 吉 出 戸  

長 吉 西 部  

長 吉 東 部  

長  原  東  

長 吉 六 反  

長吉六反東 

   連　合 

平野区かかりつけ医 東住吉区かかりつけ医 

平野区かかりつけ薬局 東住吉区かかりつけ薬局 

東住吉区 

平野区 

鷹 合 地 区 

長居公園 

かかりつけ医・かかりつけ薬局一覧 

医療法人 橘会 

東住吉カイセイ薬局 
東住吉区鷹合3-1-25


