
監督署 医　療　機　関　名　称 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 VDT 騒音 腰痛

大阪中央 今福診療所 536-0003 大阪市城東区今福南２丁目１－３ 06-6931-2145 じん肺 有機 石綿

大阪中央 生活協同組合ヘルスコープおおさか 城東診療所 536-0004 大阪市城東区今福西1-1-30 06-6931-0779 定期 有機

大阪中央 (医)社団有隣会 東大阪病院 536-0005 大阪市城東区中央１丁目７番２２号 06-6939-1121 定期 海外 じん肺 有機 特化 電離 石綿

大阪中央 生活協同組合ヘルスコープおおさか　のえ生協診療所 536-0007 大阪市城東区成育4-29-5 06-6931-6213 定期

大阪中央 生活協同組合ヘルスコープおおさか  蒲生厚生診療所 536-0016 大阪市城東区蒲生3-15-12 06-6931-3807 定期 有機

大阪中央 （医）有光会 サトウ病院 536-0023 大阪市城東区東中浜１－２－２３ 06-6961-3191 定期 じん肺 電離

大阪中央 （医）風早会 外科野崎病院 537-0002 大阪市東成区深江南２－２０－１５ 06-6971-3506 定期 有機

大阪中央 (医)光信診療所 537-0003 大阪市東成区神路１丁目８番６号 06-6971-6887 定期 有機 特化 鉛 腰痛

大阪中央 いまざと診療所 537-0012 大阪市東成区大今里１丁目23-12 06-6971-8054 定期

大阪中央 (医)野中会 東成病院 537-0014 大阪市東成区大今里西２丁目７番１７号 06-6981-2508 定期

大阪中央 (医)中本会 中本病院 537-0025 大阪市東成区中道４丁目１３番１２号 06-6972-2121 定期  特化

大阪中央 （医）正和会 新協和病院 538-0043 大阪市鶴見区今津南１－５－８ 06-6969-3500 定期 鉛

大阪中央 （医）晃和会 北田医院 538-0044 大阪市鶴見区放出東2ｰ4ｰ1 06-6961-2817 定期 海外  有機 特化 鉛 騒音

大阪中央 生活協同組合ヘルスコープおおさか　まった生協診療所 538-0052 大阪市鶴見区横堤３丁目6-7 06-6911-3195 定期 じん肺 有機 石綿

大阪中央 生活協同組合ヘルスコープおおさか　コープおおさか病院 538-0053 大阪市鶴見区鶴見３－６－２２ 06-6914-1100 定期 海外 じん肺 有機 電離

大阪中央 （医）今村クリニック　OBP今村クリニック 540-0001 大阪市中央区城見2-2-22マルイトOBPビル　１階 06-4791-9900 定期 海外

大阪中央 生活協同組合ヘルスコープおおさか うえに生協診療所 540-0004 大阪市中央区玉造1-8-7 06-4304-3120 定期

大阪中央 大阪歯科大学付属病院内科 540-0008 大阪市中央区大手前１丁目５番１７号 06-6910-1078 定期

大阪中央 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１－５－３４ 06-6941-0484 定期

大阪中央 全国土木建築国民健康保険組合　関西健康管理センター 540-0008 大阪市中央区大手前２－１－２　国民会館住友生命ビル３階 06-6942-6411 定期 海外 じん肺 有機 特化 高圧 石綿 ＶＤＴ 騒音

大阪中央 （一財)大阪府結核予防会 541-0045 大阪市中央区道修町４－６－５ 06-6202-6666 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

大阪中央 大阪ニット健康保険組合保健医療センター 541-0056 大阪市中央区久太郎町３－１－６ニット保健センター内 06-6243-1048 定期

大阪中央 (一社)オリエンタル労働衛生協会大阪支部メディカルクリニック 541-0056 大阪市中央区久太郎町１－９－２６船場IＳビル２F 06-6266-6440 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音 腰痛

大阪中央 （医）政明会　春次医院 541-0059 大阪市中央区博労町２丁目６番１号 06-6245-1251 定期 海外 電離 ＶＤＴ

大阪中央 (医財)厚生会 高津病院 542-0066 大阪市中央区瓦屋町３丁目２番７号 06-6761-1421 定期

健康診断実施機関名簿（平成２７年２月申出により一部修正）
この名簿は府下の病院及び医療機関等を対象としたアンケ－ト調査（平成２１年１１月）の結果並びに健康診断の実施等に関する研修会への参加状況等をもとに作成しました。
特化則に係る健康診断のうち、インジウム化合物に対応できる機関は、特化（イ）で標記しています。
腰痛健康診断については、新指針に基づき、平成２５年１２月に再調査した結果をもとに作成しました。
なお、名簿以外にも健康診断が実施できる機関があります。
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監督署 医　療　機　関　名　称 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 VDT 騒音 腰痛

大阪中央 原田病院 542-0082 大阪市中央区島之内２－１７－１５ 06-6211-1006 定期

大阪中央 (医)崇孝会 長堀分院 542-0082 大阪市中央区島之内１丁目２１番２４号ファーストＫビル 06-6252-6750 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

大阪中央 (医)福慈会 福慈クリニック 542-0083 大阪市中央区東心斎橋１丁目１２番２０号 06-6251-1789 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

大阪中央 (医)社団　湯川胃腸病院 543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-10-2 06-6771-4861 定期 電離

大阪中央 （医）育和会 育和会記念病院 544-0004 大阪市生野区巽北３－２０－２９ 06-6758-8000 定期

大阪中央 （医）貴和会 生野中央病院 544-0005 大阪市生野区中川５丁目４番２号 06-6751-3731 定期 じん肺 有機 電離

大阪中央 大楠病院 544-0022 大阪市生野区舎利寺２－１０－１４ 06-6712-0271 定期 海外

大阪中央 (医)康仁会 鶴橋中央診療所 544-0031 大阪市生野区鶴橋２丁目１６ー７ 06-6731-2579 定期 海外  特化 高圧

大阪中央 （医）佐藤会 佐藤医院 556-0002 大阪市浪速区恵美須東２－１０－１０ 06-6641-0571 定期 じん肺

大阪中央 (社福)石井記念愛染園付属愛染橋病院 556-0006 大阪市浪速区日本橋５丁目１６番１５号 06-6633-2801 定期

大阪中央 （一財）近畿健康管理センター　KKCウエルネスなんば診療所 556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4南海野村ビル10階 06-6304-1532 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

大阪中央 （医）緑地会　赤尾クリニック 538-0054 大阪市鶴見区緑3丁目2番15号 06-6911-2961 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音 腰痛

大阪中央 （医）財団幸循会　幸循会ＯＢＰクリニック 564-0082 大阪市中央区城見２－２－５３大阪東京海上日動ビル４階 06-6941-8686 定期 海外 ＶＤＴ

大阪南 奥野病院 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北２－３１－４ 06-6719-2200 定期

大阪南 越川病院 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町４－９－１ 06-6628-8501 定期 海外

大阪南 (医)高仁会 小山病院 546-0001 大阪市東住吉区今林２丁目２番１号 06-6751-9551 定期 海外 有機 特化

大阪南 （医）玄竜会　南條病院 546-0013 大阪市東住吉区湯里2-16-3 06-6703-4535 定期 電離

大阪南 東和病院 546-0031 大阪市東住吉区田辺4-13-15 06-6621-2211 定期 電離

大阪南 (医)松仁会　松井記念病院 547-0005 大阪市平野区加美西２丁目３番５号 06-6794-1111 定期

大阪南 （医）　正和病院 547-0022 大阪市平野区瓜破東1-5-5 06-6709-8886 定期 海外 じん肺 有機

大阪南 （医）五月会　青山第三病院 547-0024 大阪市平野区瓜破２－１－１９ 06-6799-1010 定期

大阪南 瀬田病院 547-0044 大阪市平野区平野本町４－１５－６ 06-6791-0928 腰痛

大阪南 （医）弘仁会　まちだ胃腸病院 557-0001 大阪市西成区山王１－１－１５ 06-6649-1251 定期

大阪南 (医)ダイワ会 大和中央病院 557-0016 大阪市西成区長橋１丁目２番７号 06-6632-6181 定期

大阪南 （医）大鵬会　千本病院 557-0034 大阪市西成区松１－１－３１ 06-6657-3711 定期

大阪南 藤本医院集検部 557-0045 大阪市東住吉区湯里２丁目１５番２０号 06-6661-8827 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

大阪南 (社)津守病院 557-0062 大阪市西成区津守３－５－１８ 06-6659-6651 定期 じん肺 電離

大阪南 （医）慈心会　あびこ病院 558-0014 大阪市住吉区我孫子３－３－２０ 06-6691-1155 定期 電離

大阪南 (医)讃和会 友愛会病院 559-0002 大阪市住之江区浜口西３丁目５番１０号 06-6672-3121 定期    
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監督署 医　療　機　関　名　称 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 VDT 騒音 腰痛

大阪南 （医）三宝会 南港病院 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋２丁目１１番１５号 06-6685-8801 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

大阪南 （医）木津川厚生会 加賀屋診療所 559-0016 大阪市住之江区西加賀屋２－５－２５ 06-6681-1498 定期

天満 (財)関西労働保健協会 アクティ健診センター 530-0001 大阪市北区梅田３－１－１大阪ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ17F 06-6345-2210 定期 有機 鉛 電離 ＶＤＴ

天満 （特医）渡辺医学会 桜橋渡辺病院附属駅前第三ビル診療所 530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-1800 06-6348-0411 定期 海外 じん肺 有機 特化 電離 石綿 ＶＤＴ

天満 (財)住友病院 530-0005 大阪市北区中之島５丁目３番２０号 06-6443-1261 定期 電離 ＶＤＴ

天満 (社)関西労働衛生技術センター 530-0022 大阪市北区浪花町１３－３８千代田ﾋﾞﾙ北館 06-6371-4121 定期 じん肺 有機 特化(イ） 鉛 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

天満 （医） 健昌会 近畿健診センター 530-0044 大阪市北区東天満2-8-1若杉センタービル別館２F 06-6353-3379 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

天満 （医）生登会　寺元記念西天満クリニック 530-0047 大阪市北区西天満3-13-20ASビル３階 06-6131-3270 定期 海外 電離

天満 （一財）日本予防医学協会　西日本事業部 530-0047 大阪市北区西天満５－２－１８ 三共ﾋﾞﾙ東館 06-6362-9041 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音 腰痛

天満 （医）　松田メディカル診療所 530-0052 大阪市北区南扇町７－２　ユニ東梅田1212 06-6363-2528 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

天満 (健保連)大阪中央病院 530-0057 大阪市北区梅田３－３－３０ 06-4795-5560 定期

天満 （社医）協和会　加納総合病院 531-0041 大阪市北区天神橋７－５－１５ 06-6351-5381 定期 海外 じん肺 有機 特化

天満 (医)京昭会　ツヂ病院 534-0014 大阪市都島区都島北通１丁目２２番６号 06-6922-1236 定期

天満 （医）　一翠会 534-0014 大阪市都島区都島北通１ー13-24 06-6923-5516 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

天満 （医）尽生会 聖和病院 534-0027 大阪市都島区中野町１－７－３２ 06-6352-2525 定期 有機

天満 （医）藤仁会　藤立病院 535-0002 大阪市旭区大宮5-4-24 06-6955-1221 定期

天満 （医）　博愛会　博愛城北病院 535-0004 大阪市旭区生江３－１１－１１ 06-6922-6721 定期

天満 （医）永寿会　福島病院 535-0012 大阪市旭区千林2-4-22 06-6953-2940 定期

大阪西 大谷クリニック 550-0003 大阪市西区京町堀１－９－９ 06-6441-1980 定期 海外 有機 特化 鉛 電離

大阪西 （財）日本生命済生会総合健診ｸﾘﾆｯｸ ﾆｯｾｲ予防医学ｾﾝﾀ- 550-0012 大阪市西区立売堀６－５－１５ 06-6532-6401 定期 海外 じん肺 有機 石綿

大阪西 (医)寿楽会 Ｍ・Ｏｸﾘﾆｯｸ 550-0015 大阪市西区南堀江１丁目１８番２１号MOﾋﾞﾙ 06-6533-6760 定期 じん肺 有機

大阪西 (社医)きつこう会 多根総合病院検診事業部 550-0024 大阪市西区境川１丁目２番３１号 06-6586-3377 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 騒音

大阪西 （医）仁生会　内藤病院 550-0027 大阪市西区九条1-15-23 06-6581-0085 定期 海外 有機

大阪西 （社医）愛仁会　おかじま病院 551-0021 大阪市大正区南恩加島５－４－１ 06-6551-0848 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿

大阪西 （医）港南会 金城外科脳神経外科 551-0023 大阪市大正区鶴町１丁目４番６号 06-6555-0161 定期 じん肺 有機 電離

大阪西 (医)光風会 江口医院 551-0032 大阪市大正区北村１－１－１ 06-6552-5156 定期 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 騒音

大阪西 (医)南労会 松浦診療所 552-0007 大阪市港区弁天２丁目１－３０ 06-6574-8010 定期 海外 じん肺 有機 電離 石綿 騒音

大阪西 賀来医院 552-0021 大阪市港区築港１丁目１４－３１ 06-6571-2659 定期

大阪西 (医)厚生会 大阪西クリニック 597-0081 大阪市西区南堀江３－１５－２６ジェイエムエル大阪ビル７階 06-6539-0800 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音
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監督署 医　療　機　関　名　称 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 VDT 騒音 腰痛

西野田 （医）燦惠会 首籐病院 553-0005 大阪市福島区野田５丁目１８番１６号 06-6461-1537 定期

西野田 野田診療所 553-0005 大阪市福島区野田３丁目13-44 06-6461-6770 定期 じん肺

西野田 (医)村野会 村野放射線科 553-0006 大阪市福島区玉川４－１４－１１ 06-6445-6688 定期 海外 じん肺 有機 特化 石綿

西野田 （医）此花博愛会（財団）　伝法高見診療所 554-0001 大阪市此花区高見2-5-9 06-6461-5605 定期 有機

西野田 (医)北星会 鎌田クリニック 554-0021 大阪市此花区春日出北３丁目１番４号 06-6462-3481 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離

西野田 （医）此花博愛会（財団）　此花診療所 554-0021 大阪市此花区春日出北１丁目1-25 06-6463-2222 定期 有機

西野田 （医）此花博愛会（財団）　酉島診療所 554-0051 大阪市此花区酉島4丁目2-3 06-6461-4459 定期

西野田 （医）愛仁会 千船病院 555-0001 大阪市西淀川区佃２－２－４５ 06-6471-9541 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

西野田 (公財)大阪労働衛生ｾﾝﾀｰ　　第一病院 555-0012 大阪市西淀川区御幣島６－２－２ 06-6474-1206 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音 腰痛

西野田 （医）春秋会 西大阪病院 555-0022 大阪市西淀川区柏里１丁目１４－１３ 06-6475-0001 定期

西野田 （財）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3-5-34 06-4808-8151 じん肺 石綿 ＶＤＴ

淀川 株式会社　互恵会　大阪回生病院 532-0003 大阪市淀川区宮原1-6-10 06-6393-6234 定期 海外 電離 石綿 ＶＤＴ

淀川 （医）協和会 聖徒クリニック 532-0003 大阪市淀川区宮原５－７－２３ 06-6395-3051 定期

淀川 （医）起生会　新大阪健診クリニック 532-0004 大阪市淀川区西宮原１－８－２４　新大阪第３ドイビル４階 06-6150-0661 定期

淀川 (社医)協和会 北大阪病院 532-0004 大阪市淀川区西宮原２丁目７番１７号 06-6395-1601 定期

淀川 東淀川病院 532-0005 大阪市淀川区三国本町３丁目１８－３ 06-6394-0551 定期 じん肺 有機 特化 高圧 電離 石綿

淀川 革島病院 532-0006 大阪市淀川区西三国2-7-1 06-6391-1431 定期 海外 じん肺 有機 鉛 高圧

淀川 （医） 敬節会  総合健診センター 532-0011 大阪市淀川区西中島3-2-11 06-6301-5586 定期

淀川 (一財)近畿健康管理センター　ウエルネス新大阪診療所 532-0011 大阪市淀川区西中島７－１－５辰野新大阪ビル 06-6304-1532 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

淀川 北大阪医療生活協同組合　十三病院 532-0013 大阪市淀川区木川西３丁目４番１５号 06-6303-8731 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動

淀川 (医)健昌会　第二診療所　淀川健康管理センター 532-0023 大阪市淀川区十三東１丁目１８番１１号 06-6303-7281 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 ＶＤＴ

淀川 秀壮会クリニック 532-0026 大阪市淀川区塚本２丁目１９番１２号 06-6302-1138 定期 海外 じん肺 電離

淀川 （医）桂寿会 桂寿病院 532-0031 大阪市淀川区加島２丁目４番８号 06-6309-3581 定期 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿

淀川 （医）健人会　那須クリニック関西健診協会 532-0111 大阪市淀川区西中島４－４－２１ 06-6308-3908 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

淀川 (医)あけぼの会  あけぼのＧＭクリニック 533-0031 大阪市東淀川区西淡路２－１５－５ 06-6321-0170 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 ＶＤＴ 騒音

淀川 （財）淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 555-0024 大阪市西淀川区野里3-5-22 06-6472-1141 定期 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿

淀川 （医）若葉会 豊中若葉会病院 560-0003 豊中市東豊中町5-13-18 06-6856-9550 定期 海外 電離

淀川 （医）真正会 真正会病院 560-0022 豊中市北桜塚３丁目7番30号 06-6849-1333 定期 海外 電離

淀川 ほくせつ医療生活協同組合　豊中診療所 560-0026 豊中市玉井町1丁目10-6 06-6841-3531 定期
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淀川 (医)翠明会 千里山病院 560-0871 豊中市東寺内町５番２５号 06-6385-2395 定期 海外 有機 特化 鉛 電離 騒音

淀川 （医）藏春会　小西病院 561-0802 豊中市曽根東町２－９－１４ 06-6862-1701 定期

淀川 （医）曽根会 曽根病院 561-0802 豊中市曽根東町３－２－１８ 06-6862-9251 定期 電離

淀川 （医）篤友会　坂本病院 561-0831 豊中市庄内東町２－７－１３ 06-6332-0131 定期

淀川 （医）善正会 上田病院 561-0833 豊中市庄内幸町４丁目２８－１２ 06-6334-0831 定期

淀川 箕面市立医療保健センター 562-0014 箕面市萱野5-8-1 072-727-9555 定期

淀川 (医)ガラシア会 ガラシア病院 562-0023 箕面市粟生間谷西６丁目１４番１号 072-729-2345 定期 海外 電離

淀川 市立池田病院　健診センター 563-0025 池田市城南３丁目５番１８号 072-754-6324 定期

淀川 （医）マックシール 巽病院 563-0031 池田市天神1-5-22 072-763-5100 定期 海外 電離

淀川 北大阪医療生活協同組合 本町診療所 563-0058 池田市栄本町９番４号 072-751-1331 定期 海外 有機 特化 鉛 電離 騒音

淀川 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５６１ 072-739-0501 定期 じん肺 有機 鉛 石綿

東大阪 （医）宝持会 池田病院 577-0805 東大阪市宝持１丁目９－２８ 06-6721-0151 定期

東大阪 （医）康生会 弥刀中央病院 577-0816 東大阪市友井３丁目２－１３ 06-6721-2721 定期 海外  有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

東大阪 (医)仁風会 牧野病院 577-0844 東大阪市太平寺１丁目９番２６号 06-6728-6001 定期 電離

東大阪 陶山医院 578-0924 東大阪市吉田１丁目1-2 072-961-2176 定期 じん肺 有機 特化 鉛 石綿

東大阪 (医)鎌田医院 578-0941 東大阪市岩田町３丁目８番４号 06-6721-8855 定期 海外 有機 鉛

東大阪 (医)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 06-6745-6762 定期 海外 有機

東大阪 (医)藤井会 藤井外科 579-8004 東大阪市布市町３丁目６番２１号 072-985-3051 定期

東大阪 森外科病院 579-8014 東大阪市中石切町2-4-29 072-984-0777 定期 じん肺

東大阪 (医)藤井会石切生喜病院 579-8026 東大阪市弥生町１８番２８号 072-986-3604 定期

東大阪 （医）　恵生会　健康管理事業部 579-8036 東大阪市鷹殿町7-4 072-982-5501 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音 腰痛

東大阪 (医)渡辺会　渡辺病院 579-8053 東大阪市四条町５－２ 0729-82-2012 定期

東大阪 家出医院 579-8063 東大阪市横小路町５丁目９番４７号 072-988-1033 定期 海外 有機 特化 鉛 電離 石綿 腰痛

東大阪 八尾市立病院 581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881 定期 海外 有機

東大阪 （医）貴医会 貴島中央病院 581-0088 八尾市松山町１丁目４番１１号 0729-22-1581 定期 じん肺 電離 石綿 騒音

東大阪 （医）　気象会　東朋八尾病院 581-0803 八尾市北本町２丁目１０番５４号 0729-24-0281 定期 じん肺 鉛 電離 石綿

岸和田 （医）爽神堂　七山病院 590-0421 泉南郡熊取町七山2-2-1 072-452-1231 定期

岸和田 （医）野上病院 590-0521 泉南市樽井１丁目２－５ 0724-84-0007 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 騒音

岸和田 和泉南病院 590-0525 泉南市馬場2-38-14 072-483-3380 定期
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監督署 医　療　機　関　名　称 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 VDT 騒音 腰痛

岸和田 （医）盈進会 岸和田盈進会病院 596-0003 岸和田市中井町1丁目12-1 072-443-0081 定期 海外 じん肺 有機 特化 電離 石綿

岸和田 （財）岸和田農友協会　春木病院 596-0006 岸和田市春木若松町8-32 072-442-1763 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

岸和田 津田診療所 596-0042 岸和田市加守町２丁目７ー５ 072ｰ439-6171 定期 じん肺 有機 石綿 腰痛

岸和田 （医）良秀会　藤井病院 596-0044 岸和田市西之内町3-1 072-436-2201 定期 海外 じん肺 有機

岸和田 （社福）寺田萬寿会 寺田萬寿病院 596-0078 岸和田市南上町1-48-5 072-422-4466 定期

岸和田 (医)徳洲会 岸和田徳洲会病院 健診センター 596-8522 岸和田市加守町４丁目２７－１ 0724-45-9915 定期

岸和田 （医）青山会 青山病院 597-0002 貝塚市新町11-5 072-433-2526 定期 海外

岸和田 市立貝塚病院 597-0015 貝塚市堀3-10-20 072-422-5865 定期

岸和田 （医）河崎会　水間病院 597-0104 貝塚市水間51番地 072-446-1102 定期

岸和田 (社医)慈薫会　河崎病院 597-0104 貝塚市水間２４４ 072ｰ446-1105 定期 海外 じん肺 有機 特化 電離 腰痛

岸和田 （医）河茂会　河崎内科病院 598-0001 泉佐野市上瓦屋14-7 072-464-6466 定期 電離

岸和田 福田病院 598-0012 泉佐野市高松東２－３－４ 072-464-9499 定期

岸和田 東佐野病院 598-0071 泉佐野市鶴原９６９－１ 0724-64-8588 定期

岸和田 （医）三清会 泉南西出病院 598-0091 泉南郡田尻町嘉祥寺３７５－６ 072-465-0301 定期

岸和田 （医）泉南玉井会 玉井整形外科内科病院 599-0202 阪南市下出４９２番地 072-471-1691 定期 電離

岸和田 （医）誠人会　与田病院 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川1849-11 072-495-0801 定期

堺 （一財）大阪府結核予防会　堺高島屋内診療所 590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通59　堺髙島屋店内5階 072-221-5515 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音

堺 （医）錦秀会 阪和第一泉北病院 590-0106 堺市南区豊田1588-1 072-295-2888 定期 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿

堺 （医）良秀会 泉北藤井病院 590-0126 堺市南区泉田中3100-19 072-295-8888 定期 海外 じん肺 有機 石綿

堺 小川クリニック 590-0157 堺市南区高尾２－４４８ 072ｰ271-0071 定期 じん肺 有機 特化 鉛 石綿 騒音

堺 (医)朝日会 朝日会病院 590-0801 堺市堺区大仙中町２番８号 072-247-2701 定期

堺 （医）慈友会 堺山口病院 590-0829 堺市堺区東湊町６丁３８３番地 072-241-3945 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿

堺 (医)紀和会 正風病院 591-8002 堺市北区北花田町１丁４番 072ｰ255-0051 定期

堺 （医）仁悠会　タマダ病院 591-8004 堺市北区蔵前町1404 072-251-8811 定期

堺 （医）田中会 田中病院 591-8007 堺市北区奥本町１－２１６ 072ｰ251-0005 定期

堺 (医)杏林会　金岡病院 591-8044 堺市北区中長尾町２丁目４番３号 072ｰ252-2461 定期

堺 （社医）ペガサス 馬場記念病院 592-8555 堺市西区浜寺船尾町東4-244 072-265-5558 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿

堺 （医）大泉会 大仙病院 593-8302 堺市西区北条町1-2-31 072-278-2921 定期 じん肺 有機 電離

堺 （医）達瑛会 鳳胃腸病院 593-8311 堺市西区上６５３－９ 072-273-2821 定期
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堺 （医）頌徳会 日野病院 599-8123 堺市東区北野田626 072-235-0090 定期

堺 （医）浩仁会 南堺病院 599-8233 堺市中区大野芝町292 072-236-3636 定期 海外 有機 特化 鉛 電離

堺 （医）温心会 堺温心会病院 599-8273 堺市中区深井清水町２１４０－１ 072-278-2461 定期

羽曳野 松原中央病院 580-0043 松原市阿保１－２－３２ 072ｰ331-4161 定期

羽曳野 全南病院 582-0021 柏原市国分本町２丁目３－１８ 0729-76-2211 定期 電離

羽曳野 （医）清正会 清水医院 583-0012 藤井寺市道明寺２ー５ー２９ 072-955-1206 定期

羽曳野 （医）ラポール会 青山病院 583-0014 藤井寺市野中４丁目１６番２５号 0729-53-1211 定期 有機

羽曳野 （医）松青会 松田医院 583-0027 藤井寺市岡２－１２－３６ 072-939-4307 定期 有機 腰痛

羽曳野 (医)医仁会 藤本病院 583-0857 羽曳野市誉田３丁目１５番２７号 072-958-5566 定期 海外 有機 特化 鉛 電離

羽曳野 (医)永広会 島田病院 583-0875 羽曳野市樫山１００番地の１ 0729-53-1001 定期 じん肺 有機 特化 鉛 電離

羽曳野 （医）まごころ会 豊川病院 583-0876 羽曳野市伊賀11-1 072-939-8561 定期 じん肺

羽曳野 (医)昌円会 高村病院 583-0886 羽曳野市恵我之荘３丁目１番３号 0729-39-0099 定期

羽曳野 富田林田中病院 584-0006 富田林市旭ヶ丘町９５８ 0721-25-5510 定期 じん肺 電離

羽曳野 （医）正清会 金剛病院 584-0031 富田林市寿町１丁目６番１０号 0721-25-3113 定期

羽曳野 （医）生登会　寺元記念病院 586-0017 河内長野市古野町4-11 0721-50-1111 定期 海外 電離

羽曳野 （医）ラポール会 青山第二病院 586-0033 河内長野市喜多町１９２－１ 0721-65-0003 定期 海外 腰痛

羽曳野 （医）暁美会 田中病院 587-0002 堺市美原区黒山39-10 072-361-3555 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿

羽曳野 （医）恒昭会　青葉丘病院 589-0004 大阪狭山市東池尻1-2198-1 072-365-3821 定期

羽曳野 (医)樫本会 樫本病院 589-0012 大阪狭山市東茱萸木４丁目１１５１ 072ｰ366-1818 定期 海外 有機 特化 電離 ＶＤＴ

羽曳野 辻本病院 589-0031 大阪狭山市池之原２丁目１１２８番地の２ 072ｰ366-5131 じん肺

北大阪 （医）愛泉会　愛泉会病院 570-0014 守口市藤田町１丁目５３－１２ 06-6904-1313 定期

北大阪 長瀬診療所 571-0015 門真市三ツ島６９８－４ 072-882-7077 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 騒音

北大阪 （医）蒼生会　蒼生病院 571-0025 門真市北島288 072-885-1711 定期 海外 有機 電離

北大阪 福森胃腸科・放射線科 571-0048 門真市新橋町３－３－３０１ 06-6908-0505 定期

北大阪 （医）弘道会　萱島生野病院 571-0071 門真市上島町22-11 072-885-3000 定期 海外

北大阪 （医）協仁会 小松病院 572-0015 寝屋川市川勝町１１－６ 072-823-1521 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

北大阪 （医）青樹会 青樹会病院 572-0022 寝屋川市緑町４７－７ 072-833-8810 定期 じん肺 有機 特化 ＶＤＴ

北大阪 (医)楠医院 572-0029 寝屋川市寿町５５－３１ 072ｰ833-1383 定期 有機

北大阪 （医）和敬会　寝屋川南病院 572-0051 寝屋川市高柳1-1-17 072-827-1001 定期 海外
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監督署 医　療　機　関　名　称 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 VDT 騒音 腰痛

北大阪 (医)一祐会 藤本病院 572-0838 寝屋川市八坂町２番３号 072-824-1212 定期 有機

北大阪 （医）山弘会　上山病院 572-0848 寝屋川市秦町15-3 072-825-2345 定期

北大阪 （医）愛成会　愛成クリニック 573-0048 枚方市山之上西町32-15 072-845-0888 定期 海外

北大阪 （医）三上会総合病院 東香里病院 573-0075 枚方市東香里１丁目２４－３４ 072-853-0501 定期 海外

北大阪 （医）中屋覚志会　津田病院 573-0121 枚方市津田北町3-30-1 072-858-8259 定期 じん肺 有機 電離

北大阪 高井病院 573-0126 枚方市津田西町１丁目３７－８ 072-858-7272 定期

北大阪 （医）美杉会 佐藤医院 573-1141 枚方市養父西町24-10 072-850-7780 定期 海外 有機 特化 鉛 高圧 電離 振動 ＶＤＴ 騒音

北大阪 （医）愛和会　新世病院 573-1162 枚方市田口5-11-1 072-848-0011 定期 じん肺 有機

北大阪 （医）藤井会 大東中央病院 574-0042 大東市大野２丁目１－１１ 072-870-0200 定期

北大阪 （医）仁泉会　仁泉会病院 574-0044 大東市諸福８－２－２２ 072-875-0100 定期 じん肺 有機 特化 石綿

北大阪 （医）徳洲会　野崎徳洲会病院 574-0074 大東市谷川2-10-50 072-874-1641 定期 海外 有機

北大阪 （社医）信愛会　畷生会脳神経外科病院 575-0051 四條畷市中野本町２８－１ 072-877-6639 定期 海外 じん肺 有機 特化 　 　 電離 石綿 　 　 　 　

北大阪 (医)和敬会 星田南病院 576-0022 交野市藤が尾３丁目５番１号 072-891-3500 定期

北大阪 (社医)信愛会 交野病院 576-0052 交野市私部２丁目１１番３８号 072-891-0331 定期 海外 じん肺 有機 特化

泉大津 （医）仁済会 高石病院 592-0004 高石市高師浜３－３－３１ 072-262-7700 定期 じん肺 電離

泉大津 （医）良秀会 高石藤井病院 592-0014 高石市綾園１丁目１４－２５ 072-262-5335 定期 海外 じん肺 有機 鉛 石綿 騒音

泉大津 （医）ペガサス 馬場病院 594-0002 和泉市上町８１番地 0725-43-2010 定期 電離

泉大津 （医）啓仁会　咲花病院 594-1105 和泉市のぞみ野1-3-30 0725-55-1919 定期

泉大津 （医）穂仁会 原病院 595-0006 泉大津市東助松町１－７－１ 0725-21-6616 定期 有機 電離

泉大津 （医）泉秀会 かわい病院 595-0023 泉大津市豊中町２－６－５ 0725-21-6222 定期 腰痛

茨木 （社福）恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 564-0025 吹田市川園町１－２ 06-6382-1521 定期 海外 じん肺 電離 石綿

茨木 (医)蒼龍会 井上病院附属診療所 564-0053 吹田市江の木町１４番１１号 06-6386-9370 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ

茨木 (医)ダイワ会 大和病院 564-0062 吹田市垂水町３－２２－１ 06-6380-1981 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音

茨木 大阪健康倶楽部　関山診療所 564-0063 吹田市江坂町4-10-1 06-6386-1651 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 騒音

茨木 井波医院 564-0082 吹田市片山町３丁目３７番３号 06-6388-0705 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 石綿

茨木 摂津ひかり病院 566-0054 摂津市鳥飼八防２－３－８ 072-654-8888 定期 海外 じん肺 有機 鉛 電離

茨木 （医）篤靜会　かわらざき病院 567-0031 茨木市春日１－１６－５９ 072-622-3833 定期

茨木 （社福）恩賜財団済生会支部　大阪府済生会茨木病院 567-0035 茨木市見付山２－１－４５ 072-622-8651 定期

茨木 (医)崇孝会 北摂クリニック 567-0826 茨木市大池１丁目１０番３７号 072-633-3313 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音
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茨木 （医）朋愛会 サンタマリア病院 567-0884 茨木市新庄町１３－１５ 072-627-3459 定期 海外 じん肺 有機 鉛 電離

茨木 （医）健和会　うえだ下田部病院 569-0046 高槻市登町33-1 072-673-7722 定期 有機 特化 鉛

茨木 （医）仙養会 北摂総合病院 569-0852 高槻市北柳川町６－２４ 072-696-2121 じん肺 石綿

茨木 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 072-684-7231 定期

茨木 （医）進愛会 深井病院 569-1123 高槻市芥川町２－３－５ 072ｰ681-5533 定期

茨木 （社医）愛仁会 愛仁会総合健康センター 569-1143 高槻市幸町4-3 072-692-9291 定期 海外 じん肺 有機 特化 鉛 電離 石綿 ＶＤＴ 騒音 腰痛

茨木 （医）清仁会 水無瀬病院 618-0012 三島郡島本町高浜 3-2-26 075-962-5151 定期 海外 有機 特化 鉛 高圧 電離 石綿 振動 ＶＤＴ 騒音 腰痛
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