
◆富田方面 ◆高槻方面
医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

ふじわら診療所 高槻市栄町1-10-12 692-6577 青谷クリニック 高槻市上田辺町1-30 3F 691-1811

高槻南仁寿会診療所 高槻市栄町2-19-10 1F･2Ｆ 692-4700 岩﨑医院 高槻市上田辺町1-30 4F 682-2075

津久田医院 高槻市栄町3-7-18 692-2266 横山医院 高槻市城北町1-4-33 675-0009

入野内科 高槻市玉川4-2-1 678-5884 かねはらクリニック 高槻市城北町2-1-8 672-6011

たむらクリニック 高槻市桜ヶ丘南町23-5 692-5391 もり耳鼻咽喉科クリニック 高槻市城北町2-3-3 672-1200

しみず内科クリニック 高槻市桜ヶ丘北町6-16 695-3110 堤レディースクリニック 高槻市城北町2-4-5 662-0223

なかにし産婦人科クリニック 高槻市芝生町3-21-10 679-1010 もりもとペインクリニック 高槻市城北町2-10-20 691-7222

おかざき内科クリニック 高槻市芝生町1-1-12 679-3501 もりクリニック 高槻市大手町3-60-101 661-8555

川口内科 高槻市寿町3-38-21 693-0633 とみた整形外科クリニック 高槻市白梅町4-13 691-1150

りょうクリニック 高槻市川添2-2-21 696-3010 かきはらみずほクリニック 高槻市白梅町5-20-306 648-3456

よしかわ皮フ科 高槻市川添2-3-2 694-2636 すぎ胃腸内科クリニック 高槻市北園町16-16 2F 684-1192

櫟原医院 高槻市川添2-15-23 694-7609 駅前さとるブレストクリニック 高槻市北園町14-13 2F・3F 683-3100

下谷内科 高槻市川添2-23-7 695-1266 ◆阿武野方面
三田村整形外科 高槻市川添2-27-3 692-8055 医療機関名 住所 電話番号

川口医院 高槻市津之江町1-50-1 672-8686 高槻赤十字病院 高槻市阿武野1-1-1 696-0571

坂谷クリニック 高槻市津之江町1-44-3 670-0155 おかもと整形外科 高槻市奈佐原2-11-21 1F 695-1212

ひとみクリニック 高槻市柱本5-30-1 678-7331 ささき医院 高槻市岡本町65-6 692-9106

岩瀬クリニック 高槻市津之江町2-3-1 661-2341 おおぎたに内科・胃腸内科 高槻市宮田町1-29-18 668-6705

末吉クリニック 高槻市東五百住町3-7-20 696-0048 角辻医院 高槻市宮田町2-16-14 696-1809

西﨑クリニック 高槻市如是町21-12 696-2291 宮田診療所 高槻市宮田町2-5-28 696-0139

なりきよ医院 高槻市富田町1-11-8 696-9221 むらい内科ハートクリニック 高槻市郡家本町25-20 686-1500

井上クリニック 高槻市富田町1-12-3 2F 690-3315 阿部整形外科・内科 高槻市郡家新町4-31 681-0500

おおにしクリニック 高槻市富田町1-18-14 668-1421 荘野医院 高槻市郡家新町11-21 685-0953

難波クリニック 高槻市富田町1-31-10 695-3925 たにがわクリニック 高槻市上土室4-5-16 694-7777

摂津診療所 高槻市富田町3-1-14 696-0505 上島内科医院 高槻市上土室5-20-10 693-5335

富田町病院 高槻市富田町6-10-1 696-7754 耳鼻咽喉科　うの医院 高槻市上土室5-21-2 696-3310

なかじま整形外科 高槻市富田町3ｰ1-10 690-3230 富田つじ耳鼻咽喉科 高槻市大畑町1-3 696-3633

たかだクリニック 高槻市富田丘町2-2 1F 648-3977 松尾医院 高槻市大畑町11-18 696-3677

門田内科クリニック 高槻市富田丘町3-12 2F 693-1247 北摂皮膚科クリニック 高槻市大畑町13-1 697-7830

北摂総合病院 高槻市北柳川町6-24 696-2121 坂中内科クリニック 高槻市奈佐原2-11-21 2F 690-0296

鄭クリニック 高槻市北柳川町15-22 695-8015 つじ耳鼻咽喉科 高槻市奈佐原2-11-21 1F 697-7666

末光・稲毛クリニック 高槻市柳川町1-17-10 696-2709 けやきクリニック 高槻市南平台3-28-14 668-5561

西野医院 高槻市柳川町2-14-21 696-1212 冨永クリニック 高槻市南平台3-29-18 1F 690-3355

小林診療所 高槻市昭和台町2-28-17 696-0307 南平台かどたクリニック 高槻市南平台4-14-32 697-2001

◆高槻方面 松井診療所 高槻市氷室町1-30-1 1F 695-7711

医療機関名 住所 電話番号 渡辺内科クリニック 高槻市氷室町4-2-10 695-8800

ながい内科クリニック 高槻市高槻町2-11 681-8314 ◆島本方面（市外局番075）
松田外科 高槻市高槻町4-5 1F・2F 683-5413 医療機関名 住所 電話番号

西医院 高槻市高槻町7-22 685-0175 ごう内科クリニック 島本町江川2-11-11 962-5255

堺医院 高槻市高槻町14-7 685-0457 腎・泌尿器科いとうクリニック 島本町江川2-16-7 874-4775

土居整形外科 高槻市高槻町15-8 681-5555 尼子小児科医院 島本町若山台2-6-5-101 962-0797

澤木内科・糖尿病クリニック 高槻市紺屋町1-1-501 A 669-8111 水無瀬病院 島本町高浜3-2-26 962-5151

坂本医院 高槻市紺屋町6-19 682-3889 上田医院 島本町青葉1ｰ6ｰ3 962-3409

大関医院 高槻市紺屋町8-33 2F 683-2630 楠薫堂医院 島本町青葉2-16-14 961-0369

つむぎの森ホームクリニック 高槻市庄所町2-9 648-3360 西本医院 島本町広瀬3-6-1 961-0107

はっとり内科・皮膚科 高槻市庄所町2-10 661-5007 ふじよし医院 島本町広瀬4-12-3 962-2582

やまの内科・胃腸内科クリニック 高槻市庄所町3-20 668-7033 高島クリニック 島本町山崎2-1-8 963-0555

筒井宮城医院 高槻市本町3-18 675-5079 山口診療所 島本町水無瀬1-14-12 962-5502

なかこうじ内科・循環器内科 島本町水無瀬1-23-4 963-2277

もり整形外科　リウマチ科クリニック 島本町水無瀬1-23-4 962-0750
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　令和４年度　高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧

◆大冠・東方面 ◆芥川方面

医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

いまなか耳鼻咽喉科 高槻市春日町1-26 1F 676-1187 王医院 高槻市真上町1-7-7 685-3411

藤村診療所 高槻市春日町2-37 672-1331 内科循環器内科 中山クリニック 高槻市真上町2-6-11 1F 648-3211

藤村医院 高槻市春日町5-10 674-2518 みどりヶ丘病院 高槻市真上町3-13-1 681-5717

武田消化器内科 高槻市春日町16-16 674-8188 吉田医院 高槻市真上町6-16-22 687-6380

中島荘野クリニック 高槻市永楽町3-11 662-7557 村上ペインクリニック・外科 高槻市真上町6-30-2 688-0011

大杉内科 高槻市永楽町7-15 671-8107 きとうクリニック 高槻市安岡寺町1-15-3 698-1818

第一東和会病院 高槻市宮野町2-17 671-1008 彦坂医院 高槻市安岡寺町2-18-3 689-0676

T内科クリニック高槻院 高槻市宮野町17-1 675-3003 いいじまクリニック 高槻市安岡寺町5-1-5 688-2578

かとうクリニック 高槻市宮野町3-12 675-7711 川村産婦人科医院 高槻市松が丘1-1-1 687-7557

ちばクリニック 高槻市宮野町21-17 675-6013 大阪医科大学健康科学クリニック 高槻市芥川町1-1-1 684-7235

仁寿会あけの診療所 高槻市明野町17-1 2F・3F 648-3555 宮内内科クリニック 高槻市芥川町1-1-1 2F 686-3330

福田クリニック 高槻市出丸町2-17 671-7442 尾原内科医院 高槻市芥川町1-2　A-203 685-5123

みねはる耳鼻咽喉科 高槻市出丸町6-39 662-3387 いさか脳神経クリニック 高槻市芥川町1-10-3 2F 683-8213

吉栖外科整形外科 高槻市松原町17-18 671-1887 白石クリニック整形外科・内科・消化器内科 高槻市芥川町1-13-14 669-7701

藤田胃腸科病院 高槻市松原町17-36 671-5916 天神田中内科クリニック 高槻市芥川町1-15-23 690-7833

渡辺婦人科 高槻市南松原町2-1 675-5359 まつい血管内科・静脈瘤クリニック 高槻市芥川町1-11-2 3F 686-6000

まつしたクリニック 高槻市城西町5-17 1F 661-0415 高島内科クリニック 高槻市芥川町2-14-1 2F 686-5522

森田内科・胃腸内科 高槻市城南町2-3-1 670-1010 愛仁会しんあいクリニック 高槻市芥川町2-3-5 681-5533

すぎもと整形外科・麻酔科 高槻市城南町2-46-26 672-5661 藤林クリニック 高槻市芥川町3-12-33　 686-3380

森口胃腸内科クリニック 高槻市深沢町1-27-3 672-1359 芥川きどクリニック 高槻市芥川町2-13-29　 685-0161

おかだクリニック 高槻市東和町56-2 676-1145 田泌尿器科クリニック 高槻市古曽部町1-1-17 682-9802

白石整形外科 高槻市藤の里町18-26 662-6006 いけだ内科・呼吸器内科 高槻市古曽部町1-4-1 691-1700

しもむら内科クリニック 高槻市藤の里町9-5 668-3152 みつたけこころのクリニック 高槻市古曽部町1-4-1-301 681-1156

村上医院 高槻市野見町2-56 675-1901 市岡医院 高槻市古曽部町2-24-28 682-0863

むねみつホームメディカルクリニック 高槻市野見町5-45 661-2100 宗光診療所 高槻市寺谷町38-15 687-6700

しらかわ・いもとクリニック 高槻市西冠3-12-17 670-6780 中村整形外科 高槻市大蔵司2-53-8 687-6796

ひとら内科クリニック 高槻市西冠3-29-7 671-1700 とりい内科クリニック 高槻市大蔵司2-53-1 669-8378

西冠いちはら耳鼻咽喉科皮フ科 高槻市西冠3-30-1 1F 669-8741 ナカムラこどもクリニック 高槻市塚脇1-10-3 687-3591

さいとう内科クリニック 高槻市西冠1-12-8 1F 676-7666 たにぐち耳鼻咽喉科 高槻市天神町1-10-1 668-3317

藤原医院 高槻市大塚町5-5-4 671-5935 おおくま医院 高槻市天神町2-6-20 684-0363

第二東和会病院 高槻市大塚町5-20-3 674-1008 黒川医院 高槻市日吉台1-16-1 687-0373

福森医院 高槻市竹の内町10-9 672-2752 あまの小児科 高槻市日吉台5-6-10 689-5288

つじ・クリニック 高槻市辻子2-23-1 675-3237 松本ほがらかクリニック 高槻市日吉台7-17-12 687-6525

中谷医院 高槻市登町16-5 671-2016 さとうクリニック 高槻市別所新町2-15 691-1314

うえだ下田部病院 高槻市登町33-1 673-7722 北川クリニック　 高槻市別所新町3-19 686-2020

上牧かねはらクリニック 高槻市神内2-8-27 684-8008 川部医院 高槻市弥生が丘町27-26 687-6063

あたご耳鼻咽喉科 高槻市神内2-28-5 2F 682-4133 仁寿会郡家クリニック 高槻市郡家本町6-5 686-5001

青野内科クリニック 高槻市神内2-28-13 2F 686-3111

藤井内科医院 高槻市東上牧2-13-5 660-2575

恭生クリニック 高槻市井尻2-37-8 660-3380

横井整形外科医院 高槻市上牧南駅前町5-8 669-4913

≪インフルエンザ予防接種事業に関するお問合せは
高槻市保健所 保健予防課 TEL：661-9332 まで≫

富田方面、高槻方面、阿武野方面、島本方面は裏面をご覧ください


