
※64歳以下の方への接種券の発送、予約受付、接種の予定は決まり次第お知らせします

65歳以上の高齢者（昭和32年4月1日以前生まれ）対象

新型コロナワクチン接種
５月６日(木)から予約受付を開始

集団接種は５月１６日(日)から開始 個別接種は５月１７日(月)から開始

持病のある方などは事前にかかりつけ医に相談を

地域の医療機関 約170か所で個別接種を実施
　基礎疾患をはじめ、持病のある方や健康に不安がある方が、かかりつけ医など身近な医療機関で接種できるよう、
約170か所の医療機関にご協力いただき、個別接種を実施します。
　各地域で個別接種を実施する医療機関は次頁以降に地区ごとに表記していますので、事前にご相談ください。

６５歳以上の高齢者の個別接種

保健センターなど市内３か所で集団的な接種を実施
ＪＲ高槻駅や阪急高槻市駅から無料シャトルバスを運行

ＪＲ高槻駅や阪急高槻市駅から保健センターや高槻子ども未来館へは30分ごとに無料シャトルバスを
運行します。（８月末までの集団接種実施日 午前８時３０分～午後５時３０分）

６５歳以上の高齢者の集団接種

会場名 住　所 開設日
保健センター 城東町５番１号

木曜日・日曜日西部地域保健センター※ 富田町二丁目４番１号
高槻子ども未来館 八丁畷町１２番５号

※西部地域保健センターは無料シャトルバスの運行はありません。

オンライン予約
QRコード新型コロナワクチンコールセンター

（平日午前８時４５分～午後５時１５分　５月８日～９月末まで土日祝も対応）

0570-056-520☎ 072-648-3350FAX 聴覚に障がいの
ある方等専用

電話がつながらない場合は、少し待ってからおかけ直しください。
市役所、集団接種会場、各医療機関に並ばれても予約はできません。

保健センターなどで接種される方は
集団接種

かかりつけ等の医療機関で接種される方は
個別接種

➡ワクチンコールセンター（下欄）へ連絡して予約 ➡各委託医療機関（一覧参照）へ連絡して予約

ＪＲ高槻駅前に「予診票事前作成コーナー」を開設
会場で看護師に相談しながら、事前に予診票を記入することで
接種会場での時間を短縮できます。予約不要。
　※このコーナーでは接種の予約はできません。

期間…８月末日までの平日午前10時～午後４時
持ち物…接種券、予診票、おくすり手帳（お持ちの方のみ）

紺屋町 3－1
グリーンプラザ
たかつき３号館２階

予診票事前
作成コーナー

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

村上医院 野見町2-56 675-1901

三康病院 野見町3-6 676-0001

むねみつホームメディカル
クリニック 野見町5-45 661-2100 ●

もりクリニック 大手町3-60-101 661-8555

筒井宮城医院 本町3-18 675-5079 ●

福田クリニック 出丸町2-17 671-7442 ●

みねはる耳鼻咽喉科 出丸町6-39 662-3387

はっとり内科・皮フ科 庄所町2-10 661-5007 ●

やまの内科・胃腸内科
クリニック 庄所町3-20 668-7033 ●

森田内科・胃腸内科 城南町2-3-1 670-1010 ●

森内科 城南町2-31-26 676-5050 ●

すぎもと整形外科・麻酔科 城南町2-46-26 672-5661

藤村診療所 春日町2-37 672-1331 ●

藤村医院 春日町5-10 674-2518 ●

武田消化器内科 春日町16-16 674-8188 ●

吉栖外科整形外科 松原町17-18 671-1887 ●

藤田胃腸科病院 松原町17-36 671-5916

渡辺婦人科 南松原町2-1 675-5359

永田医院 高垣町18-5 682-3040

第一東和会病院 宮野町2-17 671-1008 ●

かとうクリニック 宮野町3-12 675-7711 ●

仁寿会あけの診療所 明野町17-1 
2F・3F 648-3555 ●

◆大冠・東方面 かかりつけ患者のみ取扱い…●

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

中島荘野クリニック 永楽町3-11 662-7557

大杉内科 永楽町7-15 671-8107 ●

しもむら内科クリニック 藤の里町9-5 668-3152 ●

白石整形外科 藤の里町18-26 662-6006

高橋医院 藤の里町24-29 661-3831 ●

さいとう内科クリニック 西冠1-12-8 1F 676-7666 ●

しらかわ・いもとクリニック 西冠3-12-17 670-6780 ●

ひとら内科クリニック 西冠3-29-7  1F 671-1700 ●

西冠いちはら耳鼻咽喉科皮フ科 西冠3-30-1 1F 669-8741

中谷医院 登町16-5 671-2016

うえだ下田部病院 登町33-1 673-7722 ●

福森医院 竹の内町10-9 672-2752 ●

つじ・クリニック 辻子2-23-1 675-3237 ●

東山産婦人科・小児科 辻子3-10-3 672-5335

星のクリニック 松川町25-5 662-8121 ●

藤原医院 大塚町5-5-4 671-5935 ●

第二東和会病院 大塚町5-20-3 674-1008

おかだクリニック 東和町56-2 676-1145

横井整形外科医院 上牧南駅前町5-8 669-4913

やすだクリニック 神内2-25-3 684-8400 ●

あたご耳鼻咽喉科 神内2-28-5 682-4133

藤井内科医院 東上牧2-13-5 660-2575 ●

かかりつけ患者のみ取扱い…●

予約は各医療機関へ連絡して下さい（複数の医療機関での予約はできません）

（令和3年4月23日現在）委託医療機関一覧 （令和3年4月23日現在）

※一覧に掲載されていない委託医療機関あり



医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

いさか脳神経クリニック 芥川町1-10-3 2F 683-8213 ●

まつい血管内科・
静脈瘤クリニック 芥川町1-11-2 3F 686-6000

白石クリニック整形外科・
内科・消化器内科 芥川町1-13-14 669-7701

天神田中内科クリニック 芥川町1-15-23 690-7833 ●

しんあい病院 芥川町2-3-5 681-5533 ●

高島内科クリニック 芥川町2-14-1 2F 686-5522 ●

藤林クリニック 芥川町3-12-33 686-3380 ●

たにぐち耳鼻咽喉科 天神町1-10-1 1F 668-3317 ●

おおくま医院 天神町2-6-20 684-0363 ●

芥川診療所 真上町1-3-28 685-0161 ●

内科循環器内科 
中山クリニック 真上町2-6-11 1F 648-3211 ●

村上ペインクリニック・外科 真上町6-30-2 688-0011

とりい内科クリニック 大蔵司2-53-1 669-8378 ●

ナカムラこどもクリニック 塚脇1-10-3 687-3591

大橋内科 宮之川原1-5-26 687-7881 ●

きとうクリニック 安岡寺町1-15-3 698-1818 ●

◆芥川方面 かかりつけ患者のみ取扱い…●

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

なかじま診療所 安岡寺町2-3-1 687-7561 ●

服部整形外科 安岡寺町2-13-5 687-2800

彦坂医院 安岡寺町2-18-3 689-0676 ●

いいじまクリニック 安岡寺町5-1-5 688-2578 ●

宗光診療所 寺谷町38-15 687-6700

川部医院 弥生が丘町27-26 687-6063 ●

黒川医院 日吉台1-16-1 687-0373

あまの小児科 日吉台5-6-10 689-5288 ●

松本ほがらかクリニック 日吉台7-17-12 687-6525 ●

田泌尿器科クリニック 古曽部町1-1-17 1F 682-9802

みずのや眼科 古曽部町2-13-4 2F 690-7555 ●

市岡医院 古曽部町2-24-28 682-0863

とみた整形外科クリニック 白梅町4-13 3F 691-1150

かきはらみずほクリニック 白梅町5-20-306 648-3456 ●

さとうクリニック 別所新町2-15 691-1314

北川クリニック 別所新町3-19 686-2020

かかりつけ患者のみ取扱い…●

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

坂本医院 紺屋町6-19 682-3889 ●

宮田クリニック 紺屋町9-18 686-0055 ●

湯浅医院 紺屋町12-25 668-6366 ●

ながい内科クリニック 高槻町2-11 681-8341

藤本クリニック 高槻町5-20 685-0351 ●

西医院 高槻町7-22 685-0175 ●

堺医院 高槻町14-7 685-0457 ●

土居整形外科 高槻町15-8 681-5555 ●

駅前さとるブレスト
クリニック

北園町14-13 
2F・3F 683-3100

◆高槻方面 かかりつけ患者のみ取扱い…●

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

すぎ胃腸内科クリニック 北園町16-16 2F 684-1192 ●

横山医院 城北町1-4-33 675-0009 ●

くろがね内科循環器科 城北町1-14-17 662-8008 ●

かねはらクリニック 城北町2-1-8 672-6011 ●

もりもとペインクリニック 城北町2-10-20 691-7222

澤田医院 城北町2-14-14 675-1020 ●

岩﨑医院 上田辺町1-30 4F 682-2075

いなだ訪問クリニック 中川町5-3 668-7864 ●

かかりつけ患者のみ取扱い…●

予約は各医療機関へ連絡して下さい（複数の医療機関での予約はできません）

（令和3年4月23日現在）委託医療機関一覧 （令和3年4月23日現在）

※一覧に掲載されていない委託医療機関あり※一覧に掲載されていない委託医療機関あり

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

ごうだ内科 大畑町8-1 693-0016 ●

松尾医院 大畑町11-18 696-3677 ●

整形外科リハビリテ－ション科 
たかだクリニック 富田丘町2-2 1F 648-3977 ●

宮田診療所 宮田町2-5-28 696-0139

角辻医院 宮田町2-16-14 696-1809

まの・すぎのここどもクリニック 氷室町1-25-1 669-7033

松井診療所 氷室町1-30-1-
101 695-7711 ●

渡辺内科クリニック 氷室町4-2-10 695-8800 ●

田崎医院 川西町1-31-12 681-0689 ●

阿部整形外科・内科 郡家新町4-31 681-0500 ●

荘野医院 郡家新町11-21 685-0953

仁寿会郡家クリニック 郡家本町6-5 686-5001 ●

◆阿武野方面 かかりつけ患者のみ取扱い…●

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

整形外科なかむらクリニック 郡家本町40-12 685-8637 ●

ささき医院 岡本町65-6 692-9106 ●

上島内科医院 上土室5-20-10 693-5335

石河診療所 上土室5-34-10 692-1005 ●

阿武山こどもクリニック 奈佐原2-3-22 690-3225

おかもと整形外科 奈佐原2-11-21 
1F 695-1212

坂中内科クリニック 奈佐原2-11-21 
2F 690-0296

光愛病院 奈佐原4-3-1 696-2881 ●

近藤診療所 南平台2-14-2 694-4060

冨永クリニック 南平台3-29-18 
1F 690-3355 ●

南平台かどたクリニック 南平台4-14-32 697-2001

かかりつけ患者のみ取扱い…●

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

井上クリニック 富田町1-12-3 2F 690-3315

なかじま整形外科 富田町3ｰ1-10 690-3230

摂津診療所 富田町3-1-14 696-0505 ●

富田町病院 富田町6-10-1 696-7754

いなもと こどもクリニック 富田町6-20-16 668-6033

たむらクリニック 桜ヶ丘南町23-5 692-5391

末吉クリニック 東五百住町3-7-20 696-0048 ●

坂谷クリニック 津之江町1-44-3 670-0155 ●

西﨑クリニック 如是町21-12 696-2291 ●

伊藤診療所 寿町2-23-23 695-8107

川口内科 寿町3-38-21 693-0633 ●

白藤藤原診療所 栄町1-10-12 692-6577 ●

◆富田・如是・三箇牧方面 かかりつけ患者のみ取扱い…●

医療機関名 住所 電話番号 かかりつけ
のみ

高槻南仁寿会診療所 栄町2-19-10 
1F･2Ｆ 692-4700

末光・稲毛クリニック 柳川町1-17-10 696-2709

西野医院 柳川町2-14-21 696-1212

小林診療所 昭和台町2-28-17 696-0307

りょうクリニック 川添2-2-21 696-3010 ●

もりた内科・胃腸内科 川添2-15-8 669-7676 ●

櫟原医院 川添2-15-23 694-7609 ●

下谷内科 川添2-23-7 695-1266 ●

おかざき内科クリニック 芝生町1-1-12 679-3501 ●

大阪医科薬科大学三島南病院 玉川新町8-1 677-1333 ●

入野内科 玉川4-2-1 678-5884 ●

ひとみクリニック 柱本5-30-1 678-7331

かかりつけ患者のみ取扱い…●

予約は各医療機関へ連絡して下さい（複数の医療機関での予約はできません）

（令和3年4月23日現在）委託医療機関一覧 （令和3年4月23日現在）


