
八尾市　新型コロナワクチン接種医療機関リスト（R４.11.29時点）

　・下記一覧には、掲載の同意を得た医療機関のみ掲載しています。

　・下記以外でも、かかりつけ医がある場合は、そちらで接種できる場合があります。

　　ご確認につきましては、かかりつけ医へお問い合わせください。

だれでも接種可能な医療機関

　あかねクリニック 　末広町５
　080-9456-5774

　／080-9456-5786

　・電話とネット予約

　・電話予約は、月・火・金の14時～15時半

　井口クリニック 　北本町３ 　072-991-6006 　・16歳以上の方を対象

　石垣クリニック 　春日町１
　072-991-2922

　／072-991-3398
　ノババックスも接種可

　医真会総合クリニックス 　沼１ 　072-948-0708

　・16歳以上の方を対象

　・電話予約のみ

　・定員になり次第、予約終了

　いずい医院 　竹渕西３ 　06-6701-5511 　※１・２回目接種も可

　おかもとクリニック 　山本町南１ 　072-997-2350 　・詳細はホームページを参照

　かまざわ耳鼻咽喉科 　志紀町１ 　072-943-1787
　ノババックスも接種可

　※電話でお問い合わせください。

　貴島中央病院 　松山町1 　090-4285-1884

　・予約時間：平日10時～12時および13時～15時

　・左記予約専用電話番号でのみ受付

　・接種日：火・金　14時～16時

　北川整形外科クリニック 　山本町南１ 　072-923-8141

　久保医院 　太田５ 　072-948-2887 　・予約方法：診療時間内に窓口予約

　厚生会第一病院 　西木の本１ 　072-992-7055 　・予約時間：平日9時～定員になり次第終了

　阪本医院 　大字山畑５ 　072-941-3222
　・予約方法：窓口予約のみ

　・受付時間：診察時間内であれば可

　塩田整形外科 　荘内町１ 　072-992-8218 　ノババックスも接種可

　しろばとクリニック 　光町１ 　072-920-4772
　・ネット予約のみ

　※１・２回目接種も可

　玉田クリニック 　南本町１ 　072-925-2013

　徳田診療所 　柏村町4 　072-996-2811 　・詳細はホームページを参照

　中井クリニック 　東本町３ 　072-998-6300

　・12歳以上の方を対象

　・予約方法：電話または窓口受付

　・接種日：火曜日13時～15時

　※１・２回目接種も可

　中谷クリニック 　八尾木北３ 　072-993-5585

　・予約方法：窓口予約のみ

　・予約時期：接種券があればいつでも可

　・受付時間：診察時間内であればいつでも可

　　　　　　　又、ご家族による代理申請も可

　なかむらクリニック 　刑部２ 　072-929-2005

　にしむら耳鼻咽喉科 　安中町３ 　072-990-6565

　半田クリニック 　若林町１ 　072-949-1597

　松田クリニック 　西山本町１ 　072-997-1234 　・要来院（電話・ネット予約不可）

　松本クリニック 　南本町４ 　072-970-6421
　・予約時間：15時～16時（月～金）

　・接種日：月・水・木・土（いずれも９時または12時のみ）

　みちした乳腺クリニック 　跡部北の町３ 　072-975-6003

　室家あったかクリニック 　山本町南４ 　072-990-3380 　・ご予約方法は窓口予約のみ

　八尾市立病院 　龍華町１ 　072-922-0881 　・ネット予約のみ

　八尾徳洲会総合病院 　若草町１
　予約専用

　072-947-0650

　・ネット予約可

　・予約時間：平日13時～17時

　※１・２回目接種は電話予約のみ（ノババックス）

　ノババックスも接種可

　八百萬ファミリークリニック 　末広町４ 　072-923-7777

　・電話とネット予約

　・接種日：全日診療時間内

　※１・２回目接種も可

　山田医院 　山本町４ 　090-8981-0083 　・予約時間：９：00～16：00（日・祝以外）
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かかりつけ患者の接種が優先の医療機関

　あさかぜ診療所 　東山本町３　 　072-925-8484
　・接種日：特定の日(主に日曜日、ワクチン接種のみ)

　・定員になり次第終了

　新井クリニック 　美園町４ 　072-998-2669
　・ネット予約可。

　※詳細は、ホームページを参照。

　飯田クリニック 　山本町北４ 　072-995-5191

　医真会八尾リハビリテーション病院 　都塚３ 　072-992-8000

　いなりば内科クリニック 　北久宝寺１ 　072-922-6696 　・18歳以上の方を対象

　井上診療所　 　新家町２ 　072-996-1367

　いふくべクリニック 　青山町１ 　072-991-6661

　うえだ糖尿病・消化器内科 　春日町１ 　072-990-2705

　うめもと循環器内科クリニック 　安中町３ 　072-998-1715

　小川内科・糖尿病内科クリニック 　桜ヶ丘１ 　072-992-1024 　・詳細は、ホームページを参照。

　カイダ医院 　相生町３ 　072-923-1412

　かりや内科クリニック 　本町７ 　072-993-2010

　菊池内科 　本町７ 　072-990-5820

　貴島医院 　田井中４ 　072-949-5346

　貴島診療所 　東山本新町２ 　072-997-0560

　北田内科・呼吸器内科 　教興寺１ 　072-940-5959 　・詳細は、ホームページを参照。

　北西整形外科リウマチクリニック 　山本町１ 　072-922-1020

　木村小児科 　東本町２ 　072-999-5666

　小西医院 　山本町５ 　072-996-7777

　さかがみこどもクリニック 　八尾木北３ 　090-3465-3212
　・20歳未満の方を対象。

　・予約は左記専用電話でのみ受付。

　坂口内科 　山本町南６ 　072-998-2220

　志紀なかむらクリニック 　志紀町２ 　072-920-1633

　清水医院 　緑ヶ丘３ 　072-999-4564

　下鳥医院 　高安町南２ 　072-922-8788

　しもやま小児科 　安中町３ 　072-928-1802

　竹中医院 　東太子２ 　072-925-8123

　だてクリニック 　竹渕東３ 　06-6705-0008

　田中のりクリニック　 　東本町３ 　072-995-3110

　谷浦クリニック 　跡部本町１ 　072-923-7710

　谷口消化器内視鏡クリニック近鉄八尾院 　東本町３ 　072-996-8800

　谷口消化器内視鏡クリニックJR久宝寺院 　龍華町２ 　072-998-6000

　辻野病院 　志紀町南１ 　072-948-0250

　萩原クリニック 　春日町２ 　072-991-1452

　ハヤシクリニック 　志紀町１ 　072-920-2272

　林外科内科 　弓削町１ 　072-949-5288 　・当院で１～３回目接種を終えた方を対象

　藤原医院 　服部川７ 　072-941-8082

　ほりい内科・整形外科クリニック 　恩智北町１ 　072-943-0072

　堀谷診療所 　光町１ 　072-998-8099

　水野整形外科 　相生町３ 　072-995-0119

　みぞぐちクリニック 　龍華町１ 　072-999-0808

　医療生協八尾クリニック 　八尾木６ 　072-925-8725

　やお城田クリニック 　木の本1 　072-922-7770

　八木小児科 　高安町北７ 　072-928-7711

　安田医院 　久宝寺１ 　072-923-3084

　山本診療所 　山本町南３ 　072-998-3448 　・ネット予約のみ※ホームページを参照

　吉田クリニック 　山本高安町２　 　072-925-5388 　・来院にて予約※詳細はホームページを参照
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かかりつけ患者のみ接種可能な医療機関

　明石医院 　北本町２ 　072-922-3193 　・当院で１・２回目接種を終えた人が対象

　あさい脳神経内科・在宅クリニック 　若林町１ 　072-943-4623

　医真会安中診療所 　安中町９ 　072-994-0860

　稲垣耳鼻咽喉科医院 　本町５ 　072-924-1633

　イヌイ医院 　上之島町南６ 　072-999-2966

　うえつき小児科・アレルギー科 　志紀町２ 　072-949-9530

　おおまえ内科クリニック 　南木の本３ 　072-996-1171

　奥村クリニック 　安中町４ 　072-991-2223
　・18歳以上の方を対象

　・接種日時：診療日の14～15時

　貴島病院本院 　楽音寺3 　072-941-1499

　くまもとクリニック 　龍華町１ 　072-993-2440

　甲野クリニック 　光町２ 　072-994-0234

　小林医院 　明美町１ 　072-922-2315

　櫻井医院 　北本町２ 　072-922-2905

　清水クリニック 　志紀町南２ 　072-948-7776

　正田医院 　本町５ 　072-993-3000

　辰巳内科医院 　本町３ 　072-922-2104

　田中医院 　本町５ 　072-922-2028

　玉田医院 　山本町南４ 　072-922-4445

　東朋八尾病院 　北本町２ 　072-924-0281

　ドクターたろうクリニック 　桜ヶ丘４ 　050-8880-6580

　豊田外科内科診療所 　志紀町１ 　072-949-5757

　長井医院 　栄町２ 　072-995-1156

　中垣内科皮膚科 　山本高安町２ 　072-922-9127

　藤井内科小児科 　久宝寺１ 　072-993-8881

　藤沢内科クリニック 　山本町2 　072-923-0860 　・18歳以上の方を対象

　ふるかわ内科クリニック 　跡部北の町３ 　072-943-3307

　松井医院 　太子堂５ 　072-995-0880

　元村内科クリニック 　久宝寺３ 　072-922-0150

　本吉診療所 　萱振町５ 　072-922-3160

　・当院で１・２回目の接種をした高齢者のみ

　・インフルエンザワクチンの接種の時期を除く

　　（10/1～1/31）

　ゆきこどもクリニック 　刑部１ 　072-922-2301

　𠮷﨑クリニック 　山本町南１ 　072-990-0787
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