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1 杉原クリニック 658-0053 神戸市東灘区住吉宮町4-4-1-212 杉原　順一

2 瀧口クリニック 658-0027 神戸市東灘区青木5-2-17 瀧口　安彦

3 長間医院 658-0011 神戸市東灘区森南町2-1-23 長間　俊郎

4 西川クリニック 658-0084 神戸市東灘区甲南町4-9-20 西川　淳介

5 東神戸病院 658-0051 神戸市東灘区住吉本町1-24-13 滝本　和雄

6 まつだ内科クリニック 658-0072 神戸市東灘区岡本1‐6‐12 松田　康章

7 村田クリニック 658-0082 神戸市東灘区魚崎北町5-9−5 村田　成正

8 森垣胃腸外科 658-0047 神戸市東灘区御影1-12-9 森垣  驍

9 六甲アイランド甲南病院 658-0032 神戸市東灘区向洋町中2-11 北垣　一成

10 六甲アイランド甲南病院 658-0032 神戸市東灘区向洋町中2-11 大森　靖弘

11 甲南病院 658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原1‐5-16 森田　宗孝

12 川北クリニック 658-0084 神戸市東灘区甲南町3-9-8 川北　直人

13 神本内科医院 658-0053 神戸市東灘区住吉宮町3-1-3 神本　博勝

14 中村医院 658-0052 神戸市東灘区住吉東町4-7-2クラファエラ淺野ビル 中村　好廣

15 KKR六甲病院 657-0022 神戸市灘区土山町5-1 小谷　光

16 井原クリニック 657-0833 神戸市灘区大内通２-９-５ 井原　基

17 うすき医院 657-0035 神戸市灘区友田町4-4-7 大西　祐子

18 神戸海星病院 657-0068 神戸市灘区篠原北町3-11-15 山本　厚太

19 辻本内科 657-0027 神戸市灘区永手町5-8-19 辻本　英明

20 松本医院 657-0059 神戸市灘区篠原南町2-4-5 松本  治朗

21 王子クリニック 651-0053 神戸市中央区籠池通5‐1‐25 鄒　美千代

22 小沢医院 650-0004 神戸市中央区中山手通7-23-16 南　和光

23 川端医院 650-0022 神戸市中央区元町通3-1-20 辛川　克

24 神戸赤十字病院 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1 白坂　大輔

25 神戸博愛病院 650-0022 神戸市中央区元町通7-1-17 八田　敏

26 神戸低侵襲がん医療センター 650-0046 神戸市中央区港島中町8‐5‐1 河村　朗

27 神戸低侵襲がん医療センター 650-0046 神戸市中央区港島中町8‐5‐1 黒原　篤志

28 神戸労災病院 651-0053 神戸市中央区籠池通4-1-23 石原　禎子

29 神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-47 松本　善秀

30 神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-47 塩　せいじ

31 神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-47 大田　和世

32 神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-47 太田　彩貴子

33 新神戸ドック健診クリニック 651-0056 神戸市中央区熊内7-6-1 松村　佳代子

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

35 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

36 中央市民病院 650-0047 神戸市中央区港島南町２-１-１ 井上　聡子

37 中央市民病院 650-0047 神戸市中央区港島南町２-１-１ 青山　直樹

38 にしはらクリニック 651-0056 神戸市中央区熊内町1-8-17 西原　德文

39 ぶどうの木しゅどう内科循環器クリニック 651-0086 神戸市中央区磯上3-2-2エイジングコート三宮1階 首藤　達哉

40 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

41 中山内科リウマチ・アレルギー科 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-7-4 中山　志郎
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42 神戸ゆうこう病院 652-0802 神戸市兵庫区水木通１０－１－１２ 垣内　富栄

43 寺師内科医院 652-0058 神戸市兵庫区菊水町４-５-１３ 寺師　克洋

44 中西内科医院 652-0801 神戸市兵庫区中道通7-1-13-102 中西　真

45 広瀬クリニック 652-0015 神戸市兵庫区下祇園町３２ｰ１１ 廣瀬　一幸

46 三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6-1-34 田代　充生

47 三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6-1-34 北澤　勇人

48 三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6-1-34 松田　耕作

49 三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6-1-34 籾山　卓哉

50 坂下内科消化器科 651-1121 神戸市北区星和台6-28-4 坂下　正典

51 兵庫県病院 665-0805 神戸市北区藤原台中町5-1-1 篠田　弘昭

52 松本ホームメディカルクリニック 651-1331 神戸市北区有野町唐櫃50-1 西田　和之

53 真星病院 651-1242 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3 新井　修

54 真星病院 651-1242 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3 冨田　照見

55 井上医院 653-0883 神戸市長田区名倉町１－１－３２ 井上　寧

56 神戸朝日病院 653-0801 神戸市長田区房王寺町３-５-２５ 金　守良

57 神戸朝日病院 653-0801 神戸市長田区房王寺町３-５-２５ 金　秀基

58 永田診療所 653-0043 神戸市長田区駒ヶ林町5-10-7 永田　浩一

59 にしざき内科消化器科 653-0004 神戸市長田区四番町７－２７ワローレ長田統合ビル１F 西崎　浩

60 福井クリニック 653-0836 神戸市長田区神楽町6-9-10小山ビル2階 福井　俊彦

61 阿部内科医院 654-0162 神戸市須磨区神の谷７-１-３ 阿部　泰尚

62 神戸医療センター 654-0155 神戸市須磨区西落合3-1-1 徳永　英里

63 神戸医療センター 654-0656 神戸市須磨区西落合3-1-1 宮崎　博之

64 新須磨クリニック 654-0046 神戸市須磨区村雨町5-1-4 佐藤　芳子

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

66 谷岡医院 654-0143 神戸市須磨区菅の台6-22-10 谷岡　繁明

67 谷岡医院 654-0143 神戸市須磨区菅の台6-22-10 谷岡　洋明

68 野村海浜病院 654-0056 神戸市須磨区須磨浦通2-1-42 田野　伸雄

69 まえ川内科クリニック 654-0055 神戸市須磨区須磨浦通4丁目6-21 前川　透

70 酒井内科 654-0055 神戸市須磨区須磨浦通5-6-28 酒井　太門

71 井上クリニック 654-0162 神戸市須磨区神の谷2-15-2 井上　真也

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

73 北畠内科 655-0032 神戸市垂水区星が丘1-4-19 金城　東浩

74 神戸掖済会病院 655-0004 神戸市垂水区学が丘1-21-1 島津　敬

75 神戸掖済会病院 655-0004 神戸市垂水区学が丘1-21-1 山口　博也

76 神戸掖済会病院 655-0004 神戸市垂水区学が丘1-21-1 林　秀幸

77 髙橋医院 655-0029 神戸市垂水区天ノ下町1-1-175 髙橋　知三郎

78 佐野病院 655-0031 神戸市垂水区清水が丘2-5-1 佐野　亙

79 高橋クリニック 651-0881 神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口707-1 高橋　完治

80 やまかわ消化器クリニック 655-0893 神戸市垂水区日向2-1-4 山川　眞

81 近藤内科医院 655-0016 神戸市垂水区高丸7丁目7-24 近藤　千香子

82 大澤病院 655-0874 神戸市垂水区美山台3-18-12 吉田　裕昭
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83 鈴木クリニック 655-0006 神戸市垂水区本多聞2-12-20 鈴木　康徳

84 おばやしクリニック 651-2211 神戸市西区押部谷町栄329-1 尾林　慶治

85 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

86 しげやま内科クリニック 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬1052-1 茂山　豊

87 長畑医院 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬838-4 長畑　洋司

88 なかやま診療所 651-2253 神戸市西区平野町向井53 中山　剛

89 西神戸医療センター 651-2273 神戸市西区糀台5-7-1 髙田　裕

90 長谷川医院 651-2144 神戸市西区小山1-3-27 長谷川　博司

91 みどり病院 651-2133 神戸市西区枝吉1-16 佐伯　啓三

92 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

93 広野高原病院 651-2215 神戸市西区北山台3-1-1 小森　英司

94 前田医院 651-2109 神戸市西区前開南町1-2-1市営地下鉄伊川谷駅ビル１Ｆ 前田　達生

95 浅野クリニック 660-0814 尼崎市杭瀬本町1-27-21 浅野　佳秀

96 尼崎中央病院 660-0808 尼崎市潮江1-12-1 濵中　宏光

97 尼崎中央病院 660-0808 尼崎市潮江1-12-1 岡　秀男

98 きたつじクリニック 660-0054 尼崎市西立花町3-1-1 北逵　光史郎

99 北村クリニック 661-0002 尼崎市塚口町6-20-13 北村　輝男

100 くさか医院 661-0953 尼崎市東園田町6-104-10 日下  泰徳

101 しのざき医院 660-0893 尼崎市西難波町3-29-10 篠崎　一哉

102 白井医院 660-0051 尼崎市東七松町１-９-１８ 四元　百合子

103 にしむら胃腸科外科医院 660-0885 尼崎市神田南通2-35-1 西村　正

104 松田医院 661-0023 尼崎市大西町1-1-30 松田　淳

105 三上クリニック 660-0055 尼崎市稲葉元町2-18-12　ルイシャトービル1Ｆ 岩佐　敏生

106 三宅医院 661-0982 尼崎市食満5-14-1 三宅  淳史

107 わたなべクリニック 661-0033 尼崎市南武庫之荘1-18-1-101 渡辺　右子

108 細川内科医院 661-0953 尼崎市東園田町9-18-19 細川　隆久

109 大藤第三診療所 661-0967 尼崎市浜3丁目21番地 小林　知行

110 野田内科クリニック 660-0893 尼崎市西難波町5-11-10 野田　修造

111 板野甲山診療所 662-0001 西宮市甲山田153 板野　緑子

112 上ヶ原病院 662-0884 西宮市上ヶ原十番町1-85 波多野　誠

113 大岡クリニック 663-8124 西宮市小松南町1-10-15 中村　優子

114 岸田内科クリニック 653-8204 西宮市高松町7-5 岸田　健

115 しげやまクリニック 663-8111 西宮市二見町13-21 茂山　朋広

116 相馬胃腸科医院 663-8204 西宮市高松町11-10 相馬　猛

117 相馬胃腸科医院 663-8204 西宮市高松町11-10　ｼｬﾄﾚ西宮2F 相馬　逸郎

118 高田上谷病院 651-1421 西宮市山口町上山口4-26-14 西川　育志

119 中島クリニック 663-8003 西宮市上大市３-１-１０ 中島　敏雄

120 西宮協立リハビリテーション病院 662-0002 西宮市鷲林寺南町2-13 中島　督夫

121 西宮市立中央病院 663-8014 西宮市林田町8-24 堀野　次郎

122 西宮市立中央病院 663-8014 西宮市林田町8-24 大畑　裕之
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123 明和病院 663-8186 西宮市上鳴尾町4-31 早川　勇二

124 明和病院 663-8186 西宮市上鳴尾町4-31 澤﨑　美幸

125 兒玉内科醫院 662-0911 西宮市池田町9-7　フレンテ西館214 兒玉　峰男

126 甲南回生　松本クリニック 659-0086 芦屋市三条南町13-16-３F 松本　浩彦

127 にしわき消化器内科・外科クリニック 659-0025 芦屋市浜町9-9 西脇　学

128 みむらクリニック 659-0092 芦屋市大原町15-14 三村　嘉壽男

129 伊丹恒生脳神経外科病院 664-0028 伊丹市西野1-300-1 芦田　卓也

130 近畿中央病院 664ｰ8533 伊丹市車塚3－1 伊原　啓雄

131 市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1-100 筒井　秀作

132 宝塚第一病院 665-0832 宝塚市向月町19-5 大室　達也

133 田村胃腸科内科 665-0034 宝塚市小林５-４-１９ 田村  和民

134 宝塚市立病院 665-0827 宝塚市小浜4-5-1 桑原　正篤

135 宝塚市立病院 665-0827 宝塚市小浜4-5-1 山﨑　之良

136 宝塚市立病院 665-0827 宝塚市小浜4-5-1 太田垣　裕子

137 木村メディカルクリニック 666-0015 川西市小花1-6-18N&Hビル二階 木村　紀久

138 協立病院 666-0016 川西市中央町16-5 山口　晃良

139 九十九記念病院 666-0033 川西市栄町10番4号 髙橋　彰

140 あおぞらクリニック 669-1354 三田市大畑町字清水357-1 佐埜　勇

141 三田市民病院 669-1321 三田市けやき台3-1-1 脇　信也

142 飯村医院 673-0885 明石市桜町14-7 飯村　一誠

143 石井病院 673-0881 明石市天文町１-５-１１ 小原　一朗

144 井上外科胃腸科 673-0041 明石市西明石南町2-21-1 井上　知久

145 大久保病院 674-0051 明石市大久保町大窪2095-1 稲本　忠之

146 大久保病院 674-0051 明石市大久保町大窪2095-1 山村　誠

147 きよしクリニック 674-0051 明石市大久保町大窪249 堀田　和亜

148 新丸クリニック 674-0095 明石市二見町西二見駅前4-3 新丸　博志

149 神明クリニック 674-0068 明石市大久保町ゆりのき通２-２-４ 西原　利男

150 そが内科クリニック 673-0027 明石市新明町7-25 曽我　忠司

151 野木病院 674-0072 明石市魚住町長坂寺字ツエ池1003-1 石木　邦忠

152 山本内科 673-0023 明石市西新町２丁目３?４ ベルクビル 1F 山本　慎一

153 中務医院 673-0846 明石市上ノ丸2-3-32 中務　善夫

154 明石市立市民病院 673-0848 明石市鷹匠町1番33号 杉本　尚仁

155 あきもとクリニック 675-0011 加古川市野口町北野1139-4 穐本　輝之

156 大西医院 675-0026 加古川市尾上町3-58 小林  哲夫

157 加古川中央市民病院 675-8611 加古川市加古川町本町４３９ 山城　研三

158 加古川磯病院 675-1203 加古川市八幡町下村1353 宇佐美　眞

159 塩津外科胃腸科 675-0104 加古川市平岡町土山１-２０ 塩津　一男

160 順心病院 675-0122 加古川市別府町別府865-1 大松　正宏

161 順心病院 675-0122 加古川市別府町別府865-1 松尾　雅司

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

163 高砂市民病院 676-8585 高砂市荒井町紙町33-1 井垣　直哉
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164 高砂市民病院 676-8585 高砂市荒井町紙町33-1 廣末　好昭

165 三木医院 676-0064 高砂市高砂町北本町1133-2 三木　健史

166 はりま病院 675-0158 加古郡播磨町北野添2-1-15 辻本　隆

167 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田652－1 鈴木　琢真

168 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田652－1 武地　美保

169 ときわ病院 673-0541 三木市志染町広野5-271 中川　雅史

170 三木山陽病院 673-0501 三木市志染吉田1213-1 伊東　俊夫

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

172 服部病院 673-0413 三木市大塚218番地の3 関田　憲一

173 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

174 加東市民病院 673-1451 加東市家原85 芦田　久美代

175 家島診療所 672-0102 姫路市家島町宮2169 田畑　雅彦

176 吉川内科医院 670-0083 姫路市辻井７－１４－１３ 吉川　誠之

177 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野650 塩見　耕平

178 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野650 深津　遥香

179 深津内科診療所 672-8035 姫路市飾磨区中島7 深津　泰英

180 藤井内科クリニック 670-0807 姫路市増位本町1-7-14 廣辻　紀子

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

182 井野病院 671-0102 姫路市大塩町汐咲1-27 長野　秀信

183 中村純クリニック 672-8051 姫路市飾磨区清水3-81 中村　純

184 半田クリニック 678-0001 相生市山手2-221 半田　齊

185 赤穂市民病院 678-0201 赤穂市中広1090 髙尾　雄二郎

186 川瀬クリニック 671-2573 宍粟市山崎町今宿１４４－１ 川瀬　芳人

187 宍粟総合病院 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢93 湯浅　貞稔

188 宍粟総合病院 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢93 山﨑　富生

189 岡本医院 679-5652 佐用町家内42 岡本　俊和

190 公立豊岡病院 668-8501 豊岡市戸牧1094番地 竹中　淳雄

191 栖田内科 669-2321 篠山市黒岡184 栖田　道雄

192 山鳥病院 669-2513 篠山市福住399 山鳥　嘉彦

193 柏原病院 669-3395 丹波市柏原町柏原5208-1 西崎　朗

194 鮎原診療所 656-1313 洲本市五色町鮎原西1-1 籠重　昌弘

195 こだまクリニック 656-0101 洲本市納215-1 児玉　和也

196 さいか医院 656-0045 洲本市木戸アグリ685 雜賀　聰

197 洲本伊月病院 656-0014 洲本市桑間428 笠間　敏雄

198 ひらのクリニック 656-0021 洲本市塩屋1-2-15-2 平野　泰之

199 中林病院 656-0455 南あわじ市神代國衙1680-1 中林　愛晶

200 福原医院 656-0332 南あわじ市湊569-1 福原　正博

201 聖隷淡路病院 656-2306 淡路市夢舞台１－１ 佐藤　倫明

202 曽山医院 656-2131 淡路市志筑1391-9 曽山　信彦

203 田中医院 656-2311 淡路市久留麻1842-2 田中　徳太郎

204 東浦平成病院 656-2311 淡路市久留麻1867 藤井　貴子


