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院内感染が怖くて、病院に行きづらい方のための
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遠隔診療対応病院
２ 事前予約

３ 診療

４ 診療後

電話・オンライン診療を行っているか確認

電話の場合

診療開始

医療機関への来訪を推奨されたら

受診しようと考えている医
療機関のホームページを確
認するか、直接医療機関の
窓口に、電話やオンライン
による診療を行っているか
ご確認ください。

電話の場合は、
医療機関に電話
し、保険証など
の情報を医療機
関に伝えた上で
予約します。

かかりつけ医等 または 最寄りの医療機関

医療機関側から着信がある
か、オンラインで接続され、
診療が開始します。
本人確認後、症状説明

まずは、受診を希望されて
いるご本人であることを確
認するために、求められた
個人情報を伝えた後に、症状
等をご説明ください。
電話やオンラインによる診
療では診断や処方が困難な
場合があることにはご留意
ください。

オンライン診療の場合

まずは、普段からかかっているかかりつけ医等
にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記の
ホームページから電話・オンラインによる診療
を行っている最寄りの医療機関※ にご連絡くだ
さい。

オンライン診療の場合は、
医療機関によって予約方法
は異なります。
詳しくは、各医療機関のホー
ムページをご覧ください。

※医師の判断によっては、すぐ
に医療機関を受診する必要が
あるため、できるだけお住まい
の近くの医療機関を選択する
ことをお勧めします。

支払い方法の確認

予約の際に合わせて支払い
方法についても確認します。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」より

医療機関に来訪して受診するよ
う推奨された場合は、必ず医療
期間に直接かかるようにしてく
ださい。
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LINE

公式

１ 診療内容の確認

[ 北区 ] 選出

薬の処方を受けた場合
薬が処方され、薬の配送を希望
する場合は、薬を出してもらう
最寄りの薬局を医療機関に伝えた
上で、診察後、薬局に連絡して
ください。
電話やオンラインによる服薬指
導をうけられ、その後、薬が配
送されます（薬局に来訪されて
服薬指導を受ける必要がある場
合もあります）。

LINE 公式アカ

ウントで最新
情報を取得して
ください。

（上記は、医療機関によって異なる場合があります。）

順次、対応病院が増えています。R2.4.27 時点の対応病院はこちら。

消化器内科

整形外科

皮膚・形成外科

泌尿器科

加納総合病院

内科

整形外科

循環器内科

婦人科
外科

耳鼻咽喉科

眼科

循環器内科

外科

耳鼻咽喉科

脳神経外科

神経内科 泌尿器科

形成外科

眼科

☎ 06-4795-5505

http://www.osaka-centralhp.jp/

☎ 06-6351-5381

http://www.heartfull.or.jp

住所
大阪市北区梅田 3-3-30

大阪市北区天神橋 7-5-15

内科・小児科 等

☎ 06-6343-1414

大阪市北区梅田 1-2-2-200

内科

☎ 06-4792-7511

大阪市北区角田町 8-1

田淵医院

内科

☎ 06-6351-4873

大阪市北区天満 1-19-1

にしひら内科クリニック

内科

☎ 06-6377-1199

大阪市北区中崎西 1-4-24

梅田内科
ファミリークリニック

内科

消化器内科

☎ 06-6341-8008

大阪市北区梅田 1-8-16

にしむら内科・糖尿病
クリニック

内科

糖尿病内科

☎ 06-6375-4976

大阪市北区芝田 1-10-8

東阪急ビル診療所

内科

循環器内科

☎ 06-6313-0126

大阪市北区角田町 1-1

東本内科

内科

☎ 06-6373-0381

大阪市北区茶屋町 3-1

杉浦クリニック
オーエーピー診療所

内科

心療内科

☎ 06-6351-1600

大阪市北区天満橋 1-8-30

大原クリニック

内科

皮膚科

☎ 06-6371-3330

大阪市北区浮田 2-1-12

祐斎堂森本クリニック

内科

麻酔科

☎ 06-4800-3010

大阪市北区天神橋 5-7-10

☎ 06-6359-2123

大阪市北区大深町 3-1

☎ 06-6361-0700

大阪市北区南森町 1-1-26

澤田内科医院

内科

梅田阪急ビルクリニック

小児科

http://www.sawada-naika.jp/

http://www.hankyu-clinic.com/

https://www.nishihira-c.com/

小児科

精神科

泌尿器科

インフュージョン ( 点滴 )
クリニック

消化器内科

OD 低血圧クリニック田中

小児科

産婦人科 等

南森町レディースクリニック

産婦人科

茶屋町レディースクリニック

婦人科

茶屋町レディースクリニック
分院

婦人科

東梅田かなもりクリニック

産婦人科

皮膚科 等

南森町いしだ皮フ科

皮膚科

神美庵トータルスキン
クリニック

皮膚科

湘南 AGA クリニック大阪院

整形外科 等
眼科・泌尿器科

粉川眼科

泌尿器科

ほしやま整形外科医院

整形外科

小杉整形外科

整形外科

https://nishimura-clinic-dm.com/

http://higashimoto.jp/

https://www.sugiura-clinic.org/

内科

http://www.morimotoclinic.com/
https://www.kic-clinic.jp/

☎ 06-6356-2824
☎ 06-6359-7771

http://mm-clinic.net/

https://www.chayamachi.net/

アレルギー科

ヒルトンプラザイースト 5F

山中ビル 6F

三晃ビル 2F

OAP タワー 12F

さかしん天神橋ビル 2F

グランフロント大阪タワー B 9F
南森町フジビル 1F

大阪市北区天神橋 2-5-25
大阪市北区茶屋町 2-19

JPR 茶屋町ビル 4F

☎ 06-6375-7772

大阪市北区茶屋町 12-6

☎ 06-6755-4501

大阪市北区太融寺町 6-8

☎ 06-4801-0177

大阪市北区天神橋 2 北 1-21

https://annex.chayamachi.net/

皮膚科

梅田阪急ビルオフィスタワー 21F

アパ大阪天六ビル 6F

https://www.odtanaka.com/

https://www.umeda-gyne.com/
http://osaka-ishidaclinic.com/

エスパシオン梅田ビル 7F
阪急産業梅田ビル 9F
八千代ビル東館 1F A

形成外科

☎ 06-6348-0480

美容皮膚科

☎ 0120-036-911

大阪市北区曽根崎新地 1-4-12

☎ 06-6346-0025

大阪市北区梅田 1-2-2-200

☎ 06-6343-3511

大阪市北区梅田 1-8-16

☎ 06-6348-1455

大阪市北区梅田 1-8-16

☎ 06-6347-0012

大阪市北区梅田 3-1-1

眼科

ほしやまクリニック

https://umeda-familyclinic.com/

大阪駅前第２ビル２F

https://shinbian.net/

https://www.s-b-c.net/

https://hoshiyama-clinic.net/

リハビリテーション科

https://orthopedicstar.com/

https://osc-clinic.com/kosugi/

Ⓒ 自民党

大阪市会議員

前田かずひこ市政事務所

大阪市北区梅田 1-8-16

ヒルトンプラザイースト 5F
桜橋プラザビル 6F

大阪駅前第２ビル２F

ヒルトンプラザイースト 5F
ヒルトンプラザイースト 5F
大阪ターミナルビル 17F

前田かずひこ市政事務所

内科

電話番号・WEB サイト
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総合病院

大阪中央病院

診療科目

Ⓒ 自民党

病院名

