
番号 医療機関名 郵便番号 所在地 参加者氏名

1 うえだクリニック 657-0836 神戸市灘区城内通3-2-7-1F 植田　竜仁

2 森クリニック 657-0846 神戸市灘区岩屋北町３－２－１６ 森　琢磨

3 神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2 安冨　栄一郎

4 神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院 650-0046 神戸市中央区港島中町４－６ 人位　晃

5 たつみクリニック 650-0001 神戸市中央区加納町２－９－１４ 辰巳　惠章

6 たなかクリニック 650-0025 神戸市中央区相生町5-10-21相生ビル107 田中　幸弘

7 甲北病院 651-1313 神戸市北区有野中町1-18-36 近藤　幹

8 神戸協同病院 653-0041 神戸市長田区久保町2-4-7 津田　清

9 鈴木診療所 653-0022 神戸市長田区東尻池町3-1-2 鈴木　啓文

10 清水内科クリニック 654-0045 神戸市須磨区松風長5-2-33 清水　惠一

11 新須磨病院 654-0048 神戸市須磨区衣掛町3－1－14 椎名　佳子

12 高橋病院 654-0026 神戸市須磨区大池町5-18-1 高橋　由加利

13 井口小児科内科医院 655-0004 神戸市垂水区学が丘４丁目１５−８ 井口　優子

14 楢林医院 655-0035 神戸市垂水区五色山3-2-1 楢林　尚

15 かなさと内科医院 651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和1436-5 金里　充哲

16 さとうクリニック 651-2233 神戸市西区櫨谷町福谷882 佐藤　容一

17 よしだ内科診療所 651-2276 神戸市西区春日台3-3-20 吉田　輝夫

18 佐守医院 660-0077 尼崎市大庄西町３－３－２３ 佐守　友康

19 兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1-1 長谷川　国大

20 兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1-1 高田　亮

21 ふなもとクリニック 663-8165 西宮市甲子園浦風町７－１３ 船本　全信

22 明和病院 663-8186 西宮市上鳴尾町4-31 川添　智太郎

23 かとうクリニック 665-0072 宝塚市千種2-8-102 加藤　晴実

24 朝原クリニック 673-0891 明石市大明石町１－６－２２ラメールビル２Ｆ 朝原　由美子

25 朝原クリニック 673-0891 明石市大明石町１－６－２２ラメールビル２Ｆ 朝原　正京

26 神明病院 674-0051 明石市大久保町大窪山田2520 水江　久一

27 明海病院 673-0044 明石市藤江２０１ 小河　幹治

28 中務医院 673-0846 明石市上ノ丸２－３－３２ 中務　善夫

29 兵庫県立加古川医療センター 675-8555 加古川市神野町神野２０３番地 﨏本　喜雄

30 順心病院 675-0122 加古川市別府町別府８６５－１ 大松　正宏

31 松本病院 675-0039 加古川市加古川町粟津２３２－１ 小島　浩

32 堀胃腸科外科 675-0017 加古川市野口町良野７９４－１ 堀　公行

33 河野クリニック 676-0038 高砂市高砂町栄町373－1 河野　富雄

34 横山外科胃腸科 676-0021 高砂市高砂町朝日町2-8-28 横山　和永

35 高砂市民病院 676-8585 高砂市荒井町紙町３３－１ 高澤　一男

36 大山病院 679-0321 西脇市黒田庄町田高３１３番地 大島　庶幾

37 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田６５２－１ 木村　祥子

38 みきやまリハビリテーション 673-0413 三木市大塚1-5-89 百々　まゆみ

39 三木山陽病院 673-0501 三木市志染町吉田１２１３－１ 伊東　俊夫

40 北播磨総合医療センター 675-1392 小野市市場町926-250 田中　克英

41 小島クリニック 675-1378 小野市王子町937-3 小島　通真

42 近藤内科消化器科医院 679-1113 多可郡多可町中区中村町３９７ 近藤　行男

43 阿佐美内科医院 670-0831 姫路市城見町７２ 加古　雅子

44 井上クリニック 670-0032 姫路市龍野町2-16 井上　公成
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45 大田医院 670-0081 姫路市田寺東２－２３－１ 大田　真路

46 小山病院 670-0925 姫路市北条口2-15 小山　恒

47 城陽江尻病院 670-0947 姫路市北条１丁目２７９ 平野　淨子

48 城陽江尻病院 670-0947 姫路市北条1丁目279 村上　由起子

49 ツカザキ記念病院 670-0053 姫路市南車崎１－５－５ 白石　一郎

50 つきたに病院 670-0916 姫路市久保町123 築谷　学

51 野里ファミリークリニック 670-0811 姫路市野里176-6 白井　裕生

52 姫路愛和病院 670-0974 姫路市飯田3-219-1 向井　晃太

53 姫路赤十字病院 670-8540 姫路市下手野1-12-1 山本　岳玄

54 深津内科医院 672-98093 姫路市飾磨区矢倉町1－65 深津　裕寿

55 深津内科診療所 672-8035 姫路市飾磨区中島7 深津　泰英

56 福本内科 670-0985 姫路市玉手3-62-1 福本　淳

57 藤田クリニック 670-0056 姫路市東今宿４丁目１－１０ 中谷　眞

58 丸尾外科医院 671-2103 姫路市夢前町前之庄2197-15 丸尾　幸喜

59 水野クリニック 670-0962 姫路市南駅前町５９ 水野　充

60 吉川内科医院 670-0083 姫路市辻井7-14-13 吉川　誠之

61 井野病院 671-0102 姫路市大塩町汐咲１－２７ 森本　真輔

62 花房内科・消化器科 671-0234 姫路市御国野町国分寺649-8 花房　純弘

63 共立病院 670-0822 姫路市市川台３－１２ 西村　哲範

64 綱島会厚生病院 670-0074 姫路市御立西４－１－２５ 奥谷　俊夫

65 酒井病院 671-2216 姫路市飾西412-1 荻野　仁志

66 大島内科クリニック 672-8071 姫路市飾磨区構３丁目２３３ 大島　誠一郎

67 瀧谷内科医院 671-2243 姫路市菅生台１ 瀧谷　泰博

68 日並内科外科医院 679-2131 姫路市香寺町犬飼５０２ 渡部　義則

69 入江病院 672-8092 姫路市飾磨区英賀春日町２－２５ 上田　直樹

70 入江病院 672-8092 姫路市飾磨区英賀春日町２－２５ 久保田　裕之

71 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町６８ 村上　坤太郎

72 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町６８ 福岡　惠子

73 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町６８ 壺阪　真子

74 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町６８ 池村　隆弘

75 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町68 夜久　大晃

76 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０ 深津　遥香

77 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０ 笠原　明宣

78 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０ 澤田　幸子

79 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０ 平井　隆二

80 神頭医院 670-0884 姫路市城北本町１６－１４ 神頭　勝

81 水野内科医院 670-0011 姫路市坊主町５５ 水野　修

82 ＩＨＩ播磨病院 678-0031 相生市旭３－５－１５ 大西　裕

83 半田クリニック 678-0001 相生市山手2-221 半田　齊

84 相生市民病院 678-0008 相生市栄町５－１２ 佐野　智英

85 田渕内科医院 679-4129 たつの市龍野町堂本４８-5 田淵　真彦

86 赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広１０９０ 髙尾　雄二郎

87 赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広１０９０ 勝谷　誠

88 赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広１０９０ 菅原　安章
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89 太子病院 671-1561 揖保郡太子町鵤３８７ 松森　正温

90 公立八鹿病院 667-0021 養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 髙内　善

91 公立八鹿病院 667-0021 養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 島田　ひかる

92 上垣医院 669-5201 朝来市和田山町和田山４７ 三浦　治郎

93 佐津診療所 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣165 塩貝　陽而

94 兵庫県立柏原病院 669-3395 丹波市柏原町柏原５２０８－１ 西崎　朗

95 鮎原診療所 656-1313 洲本市五色町鮎原西１－１ 籠重　昌弘

96 洲本伊月病院 656-0014 洲本市桑間428 吉田　寛

97 有馬内科消化器科 656-2311 淡路市久留麻１９０７ 有馬　範幸


