
大阪府社会医療法人一覧 平成２８年１０月１日現在

№ 法 人 名 所管 所       在 施設の名称 業務の区分 施 設 の 所 在 認定（認可）日

千船病院 救急・周産期・小児救急 大阪市西淀川区佃２丁目２番４５号 平成21年1月1日

高槻病院 救急・周産期・小児救急 高槻市古曽部町１丁目３番１３号 平成21年1月1日

明石医療センター 救急 兵庫県明石市大久保町八木743番地33 平成27年1月1日

2 栄公会 府 泉佐野市中町３丁目４番５号 佐野記念病院 救急 泉佐野市中町３丁目４番５号 平成21年1月1日

3 きつこう会 市保健所 大阪市西区境川１丁目２番３１号 多根総合病院 救急 大阪市西区境川１丁目２番３１号 平成21年1月1日

加納総合病院 救急 大阪市北区天神橋７丁目５番２６号 平成21年1月1日

北大阪病院 救急 大阪市淀川区西宮原２丁目７番１７号 平成21年1月1日

5 真美会 市保健所 大阪市旭区新森４丁目１３番１７号 中野こども病院 小児救急 大阪市旭区新森４丁目１３番１７号 平成21年1月1日

府中病院 救急 和泉市肥子町１丁目１０番１７号 平成21年1月1日

ベルランド総合病院 救急・小児救急 堺市中区東山５００番地３ 平成21年1月1日

7 ペガサス 府 堺市西区浜寺船尾町東４丁２４４番地 馬場記念病院 救急 堺市西区浜寺船尾町東４丁２４４番地 平成21年1月1日

8 若弘会 府 大阪市浪速区日本橋４丁目７番１７号 若草第一病院 救急 東大阪市若草町１番６号 平成21年7月1日

9 大道会 市保健所 大阪市城東区東中浜１丁目５番１号 森之宮病院 救急 大阪市城東区森之宮１丁目５番１号 平成22年1月1日

10 景岳会 市保健所 大阪市住之江区東加賀屋１丁目１８番１８号 南大阪病院 救急 大阪市住之江区東加賀屋１丁目１８番１８号 平成22年1月1日

守口生野記念病院 救急 守口市佐太中町６丁目１７番３３号 平成22年1月1日

萱島生野病院 救急 門真市上島町22番11号 平成23年8月19日

なにわ生野病院 救急 大阪市浪速区大国一丁目１０番３号 平成23年8月19日

寝屋川生野病院 救急 寝屋川市日新町２番８号 平成28年7月1日

12 盛和会 市保健所 大阪市鶴見区鶴見４丁目１番３０号 本田病院 救急 大阪市鶴見区鶴見４丁目１番３０号 平成22年7月1日

13 阪南医療福祉センター 府 松原市南新町３丁目３番２３号 阪南中央病院 周産期・小児救急 松原市南新町３丁目３番２３号 平成22年7月1日

14 山弘会 府 寝屋川市秦町１５番３号 上山病院 救急 寝屋川市秦町１５番３号 平成22年7月1日

15 医真会 府 八尾市沼１丁目４１番地 八尾総合病院 救急 八尾市沼１丁目４１番地 平成23年1月1日

畷生会脳神経外科病院 救急 四條畷市中野本町２８番１号 平成23年1月1日

交野病院 救急 交野市松塚３９番１号 平成28年10月17日

17 同仁会 府 堺市堺区老松町２丁５８番地１ 耳原総合病院 救急 堺市堺区協和町４丁４６５番地 平成23年1月1日

18 慈薫会 府 貝塚市水間２４４番地 河崎病院 救急 貝塚市水間２４４番地 平成24年1月1日

19 祐生会 府 高槻市真上町３丁目１３番１号 みどりヶ丘病院 救急 高槻市真上町３丁目１３番１号 平成25年1月1日

20 寿楽会 府 大阪市西区南堀江１丁目３番５号 大野記念病院 救急 大阪市西区南堀江１丁目３番５号 平成25年1月1日

21 純幸会 府 豊中市服部西町３丁目１番８号 関西メディカル病院 救急 豊中市新千里西町１丁目１番７の２号 平成25年1月1日

22 垣谷会 府 松原市三宅西１丁目３５８番地３ 明治橋病院 救急 松原市三宅西１丁目３５８番地３ 平成25年1月1日

さわ病院 精神科救急 豊中市城山町一丁目９番１号 平成25年7月1日

ほくとクリニック病院 精神科救急 大阪市大正区三軒家西一丁目18番７号 平成26年1月31日

24 頌徳会 府 堺市東区北野田６２６番地 日野病院 救急 堺市東区北野田６２６番地 平成26年1月1日

25 清恵会 府 堺市堺区南安井町一丁目１番１号 清恵会病院 救急・小児救急 堺市堺区南安井町一丁目１番１号 平成26年1月1日

佐藤病院 救急 枚方市養父東町６５番１号

男山病院 救急 京都府八幡市男山泉19番地

27 蒼生会 府 門真市北島２８８番地 蒼生病院 救急 門真市北島２８８番地 平成27年1月1日

28 三和会 府 泉南郡熊取町大久保東１－１－１０ 永山病院内 永山病院 救急 泉南郡熊取町大久保東１－１－１０ 平成27年4月1日

29 さくら会 府 大阪狭山市半田五丁目２６１０－１ さくら会病院 救急 大阪狭山市半田五丁目２６１０－１ 平成27年7月1日

30 行岡医学研究会 市保健所 大阪市北区浮田２丁目２番３号 行岡病院 救急 大阪市北区浮田２丁目２番３号 平成28年1月1日

31 明生会 市保健所 大阪市都島区東野田２丁目４番８号 明生病院 救急 大阪市都島区東野田２丁目４番８号 平成28年1月1日

32 仙養会 府 高槻市北柳川町６番２４号 北摂総合病院 救急 高槻市北柳川町６番２４号 平成28年7月1日

33 三宝会 市保健所 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１１番１５号 南港病院 救急 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１１番１５号 平成28年10月1日
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