
施設

№
施設名 市区町村 受入れ日 備考

457 市立池田病院 池田市 7/25(月）　26（火）　29（金）

408 国立大学法人　大阪大学医学部附属病院 吹田市 6/29（水）

436 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 吹田市 6/8(水）6/9（木） 14日前より体調チェック

449 社会福祉法人恩賜財団  大阪府済生会千里病院 吹田市 6/3（金）　・　6/10（金） 平日午前または午後の半日

886 社会医療法人愛仁会　井上病院 吹田市 7/26（火）　7/28（木）

3050 医療法人徳洲会　吹田徳洲会病院 吹田市 6/14（火）・6/21（火）・6/28(火) 最大4名

877 公益財団法人唐澤記念会　大阪脳神経外科病院 豊中市
6/7（火）9（木）14（火）16（木）

期間中いずれかの１日
いずれかの日　1日のみ

952 医療法人善正会　上田病院 豊中市 6/1～7/31の木曜日 平日であれば木曜日以外でも要相談

465 社会医療法人愛仁会　高槻病院 高槻市 6/10（金）　7/8（金） 　

824 社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 高槻市 6/21（火）　7/12（火）

2975 高槻いらい訪問看護ステーション（ナーシングホームみらいのいろ） 高槻市 7/1～7/31 各グループは同日でお願いします。

165 社会医療法人信愛会　交野病院 交野市 6/17（金） 土・日・祝以外の平日

2555 社会医療法人弘道会　萱島生野病院 門真市
6/20～6/24　期間中1日

7/25～7/29　期間中1日
中学・高校は別々の開催

1082 医療法人和幸会 阪奈サナトリウム 四条畷市 6/20～24　7/4（月）　7/25（月） 6/20～24期間中1日　高2名　7/4　7/25高　一般各2名

420 市立ひらかた病院 枚方市 7/27（水）

422 独立行政法人地域医療機能推進機構  星ヶ丘医療センター 枚方市 6/28（火）6/29（水）6/30（木） コロナワクチン接種望ましい・14日前より体調チェック

483 国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 枚方市 6/22（水） 土・日・祝以外の平日

911 社会医療法人三上会　東香里病院 枚方市 6/15～7/15（火・水・木・金） 月・土・日・祝以外

926 社会医療法人　美杉会　佐藤病院 枚方市 6/1～6/10　　6/27～7/1 土・日・祝以外の平日

401 関西医科大学総合医療センター 守口市
7/26（火）・7/27（水）

いずれか1日
7/26・7/27いずれか1日

451 パナソニック健康保険組合　松下記念病院 守口市
6/13（月）～6/17日（金）

7/4（月）～7/8（金）
6月、7月週ともいずれか1日で高、一般含めて4名まで

442 地方独立行政法人　市立東大阪医療センター 東大阪市 6/22（水）6/27（月）

262 医療法人柏友会 柏友千代田クリニック 河内長野市 6/1～6/30（中）・7/1～7/31（高） 日曜日以外

435 国立病院機構 大阪南医療センター 河内長野市
7/25（月）～7/29（金）

期間中5名まで受入可能
平日のみ

247 医療法人はぁとふる　運動器ケアしまだ病院 羽曳野市 7/22（金）・7/29（金） コロナワクチン接種済の方

405 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪はびきの医療センター 羽曳野市 6/2（木）　6/7（火）　7/26（火）　7/28（木）

516 医療法人春秋会　城山病院 羽曳野市 7/28　・　7/29 1日2名まで

231 医療法人　杏和会　阪南病院 堺市 7/7（木）・7/20（水）

411 独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院 堺市 7/8（金）・12（火）・15（金） 同日にまとめてもらいたい

452 公益財団法人浅香山病院 堺市 6/21（火）　6/28（火）

875 社会医療法人生長会　ベルピアノ病院 堺市 6/1～7/27 最大4名

966 医療法人方佑会　植木病院 堺市 7/26（火）　7/29（金）

2238 医療法人良秀会　泉北藤井病院 堺市 期間中は可（6月・7月） 平日のみ

429 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター 泉佐野市 6/16（木）

488 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪母子医療センター 和泉市 7/19（火）7/21（木）7/28（木） 　

951 社会医療法人　三和会　永山病院 泉南群 6/14～6/17（内2日） 中学・高校は別々の開催

195 医療法人尽生会　聖和病院 大阪市 6月～7月 土日祝以外の平日

415 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 大阪市 7/26（火） 時間10時～15時で開催

416 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会中津病院 大阪市 6/18（土）・7/2（土） 午後のみ開催

419 独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院 大阪市 6/16（木） 　

426 西日本旅客鉄道株式会社　大阪鉄道病院 大阪市 6/30（木）

427 地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター 大阪市 6/24（金）

458 社会福祉法人恩賜財団  大阪府済生会野江病院 大阪市 6/27～7/1　　7/25～7/29 土日　不可　　祝　可

469 大阪府済生会泉尾病院 大阪市 7/20（水）

476 社会福祉法人 大阪暁明館病院 大阪市
6/27（月）～7/8（金）期間中2日

7/19（火）～7/22（金）期間中2日
平日のみ

489 社会医療法人　きつこう会　多根総合病院 大阪市 7/1～7/15　期間中1日 土日以外の平日1日

520 社会医療法人協和会 加納総合病院 大阪市 7/1～7/31 土日祝以外の平日

856 社会医療法人寿会　富永病院 大阪市 6/29（水）

1034 医療法人弘善会　矢木脳神経外科病院 大阪市 6/1～6/24 土日祝以外の平日の1日　最高5人/日

1669 社会医療法人きつこう会　多根第二病院 大阪市 6/15（水）

2866 アートケア訪問看護ステーション 大阪市 7/1～7/31 期間中受入人数は中高一般各3名まで

2948 訪問看護ステーションうさぎ 大阪市 6/10～6/24　　7/11～7/22 土・日・祝以外の平日

3189 よあけ訪問看護ステーション 大阪市 6/1～6/30 土・日・祝以外の平日

中・高・一般　1日　5名

中・高・一般　各日　最大4名
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高　5名

期間中2日間　中・高併せて4名
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高　10名
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期間中木曜日　最大2名
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中・高・一般　各日2名まで
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高　5名
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堺市

泉州

受入れ人数

期間中　中・高・一般　各2名/1日　

各日　高2名

高　各日付　2名

中・高・一般　1日4名

高・一般　どちらか5名まで

中・高・一般　1日　5人まで

豊能

三島

北河内

中河内

南河内

高　4名/1日

高　2名/1日

中・高・一般　1日2名

高　各日2名


