
番号 医療機関名 郵便番号 所在地 参加者氏名

1 甲南病院 658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16 福永　馨

2 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

3 たなか内科クリニック 658-0065 神戸市東灘区御影山手1-4-9-2F 田中　茂美

4 中村医院 658-0052 神戸市東灘区住吉東町4-7-27 中村　好廣

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 東神戸病院 658-0051 神戸市東灘区住吉本町1-24-13 水間　美宏

7 森垣胃腸科外科 658-0047 神戸市東灘区御影1-12-9 森垣　驍

8 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

9 まつだ内科クリニック 658-0072 神戸市東灘区岡本1-6-12 有本ビル2F 松田　康章

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

11 たかやすクリニック 657-0038 神戸市灘区深田町4-1-1-301 髙安　幸生

12 中井病院 657-0833 神戸市灘区大内通6-1-3 中井　正信

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

14 六甲病院 657-0022 神戸市灘区土山町5-1 安藤　章文

15 六甲病院 657-0022 神戸市灘区土山町5-1 小谷　光

16 六甲病院 657-0022 神戸市灘区土山町5-1 赤松　知憲

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

18 神戸労災病院 651-0053 神戸市中央区籠池通4-1-23 的場　是篤

19 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

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

21 山根クリニック 650-0027 神戸市中央区中町通2-2-17 山根　光量

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

23 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

24 赤塚クリニック 651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町1-27-2 赤塚　東司雄

25 神戸アドベンチスト病院 651-1321 神戸市北区有野台8-4-1 久木田　和夫

26 甲北病院 651-1313 神戸市北区有野中町1-18-36 近藤　幹

27 済生会兵庫県病院 651-1302 神戸市北区藤原台中町5-1-1 本城　裕美子

28 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

29 朝日診療所 653-0834 神戸市長田区川西通2-3-1 姜　京富

30 神戸協同病院 653-0041 神戸市長田区久保町2-4-7 眞鍋　信也

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

32 番町診療所 653-0011 神戸市長田区三番町2-6-3 松岡　泰夫

33 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

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

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

36 かわクリニック 655-0044 神戸市垂水区舞子坂3-16-12 川　浩介

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

38 中嶋医院 655-0032 神戸市垂水区星が丘2-6-10 中嶋　泰典

39 石原内科・リハビリテーション科 651-2129 神戸市西区白水3-1-6 石原　健造

40 さとうクリニック 651-2233 神戸市西区櫨谷町谷口福谷882 佐藤　容一

41 水野クリニック 651-2224 神戸市西区秋葉台2-149-39 水野　秀隆

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

43 尼崎医療生協病院 661-0033 尼崎市南武庫之荘12-16-1 島田　真

44 尼崎総合医療センター 660-8550 尼崎市東難波町2-17-77 宋　泰成
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45 安藤病院 660-0892 尼崎市東難波町5-19-16 北浦　達也

46 大藤診療所 660-0862 尼崎市開明町2-43 大野　秀規

47 大藤第二診療所 660-0893 尼崎市西難波町5-2-16 金山　拓司

48 おくもとクリニック 661-0979 尼崎市上坂部1-1-1ビエラ塚口303 奥本　聡

49 かもいクリニック 660-0893 尼崎市西難波町3-23-8 鴨井　隆一

50 関西労災病院 660-8511 尼崎市稲葉荘3-1-69 萩原　秀紀

51 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

52 黒田クリニック 660-0881 尼崎市昭和通2-6-30尼崎ｲｽﾃｨｰ1F 黒田　佳治

53 白井医院 660-0051 尼崎市東七松町1-9-18 四元　百合子

54 鈴木クリニック 661-0013 尼崎市栗山町2-13-1 鈴木　典男

55 高橋内科 660-0814 尼崎市杭瀬本町1-9-21 髙橋　洋二

56 内藤クリニック 661-0012 尼崎市塚口町1-30-10 内藤　彰彦

57 中村クリニック 661-0043 尼崎市武庫元町1-27-1 平本　永基

58 にしむら胃腸科外科医院 660-0885 尼崎市神田南通2-36-1 西村　正

59 阪神医生協診療所 660-0803 尼崎市長州本通1-16-17 火置　登

60 誠友会　佐守医院 660-0077 尼崎市大庄西町3-3-23 佐守　友康

61 みもと内科クリニック 661-0001 尼崎市塚口本町4-8-1 味元　秀樹

62 三宅医院 661-0982 尼崎市食満5-14-1 三宅　淳史

63 みやさきクリニック 661-0002 尼崎市塚口町2-8-2 宮嵜　圭央

64 やまさきファミリークリニック 660-0861 尼崎市御国町54カーム尼崎3F 山前　浩一郎

65 大岡クリニック 663-8124 西宮市小林南町1-10-15 中村　優子

66 大岡クリニック 667-8124 西宮市小林南町1-10-15 大岡　照二

67 相馬胃腸内科医院 663-8204 西宮市高松町11-10シャトレ西宮2F 相馬　猛

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

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

70 西宮協立脳神経外科病院 663-8211 西宮市今津山中町11-1 新井　永達

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

72 兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1-1 高田　亮

73 兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1-1 池田　直人

74 ひらいクリニック 663-8153 西宮市南甲子園1-1-1 平井　康純

75 明和病院 663-8186 西宮市上鳴尾町4-31 川添　智太郎

76 市立芦屋病院 659-8502 芦屋市朝日ヶ丘町39-1 臼井　健郎

77 冨永医院　 659-0065 芦屋市公光町10-20 冨永　幸治

78 松本クリニック 659-0086 芦屋市三条南町13-16ｿﾚｲﾕ芦屋3F 松本　浩彦

79 大橋クリニック 664-0028 伊丹市西野3-258 大橋　修

80 市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1-100 村山　洋子

81 林医院 664-0023 伊丹市中野西3-131 林　宗茂

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

83 けいしん内科クリニック 665-0874 宝塚市中筋7-95-4 前田　憲男

84 宝塚市立病院 665-0827 宝塚市小浜4-5-1 山﨑　之良

85 協立病院 666-0016 川西市中央町16-5 山口　晃良

86 協立病院 666-0016 川西市中央町16-5 市川　佐知子

87 三田市民病院 669-1321 三田市けやき台3-1-1 中村　晃

88 三田市民病院 669-1321 三田市けやき台3-1-1 菅　もも子
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89 三田市民病院 669-1321 三田市けやき台3-1-1 脇　信也

90 明石市立市民病院 673-8501 明石市鷹匠町1-33 久貝　宗弘

91 あさぎり病院 673-0852 明石市朝霧台1120-2 来田　和久

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

93 中務医院 673-0846 明石市上ノ丸2-3-32 中務　善夫

94 ふくやま・すこやかクリニック 673-0018 明石市西明石北町3-1-23 高　弘一

95 明海病院 673-0044 明石市藤江201 小河　幹治

96 加古川中央市民病院 675-8611 加古川市本町439 西澤　昭彦

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

98 堀胃腸外科 675-0017 加古川市野口町良野794-1 堀　公行

99 松本病院 675-0039 加古川市加古川町粟津232-1 小島　浩

100 上田医院 677-0054 西脇市野村町865-5 上田　正生

101 大山病院 669-0321 西脇市黒田庄町田高313 大島　庶幾

102 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田652-1 小出　　亮

103 三木山陽病院 673-0501 三木市志染町吉田1213-1 森田　須美春

104 三木山陽病院 673-0501 三木市志染町吉田1213-1 藤井　郁三

105 北播磨総合医療センター 675-1392 小野市市場町926-250 大瀬　貴之

106 嬉野診療所 673-1421 加東市山国2014-239 中條　武彦

107 井野病院 671-0102 姫路市大塩町汐咲1-27 長野　秀信

108 姫路愛和病院 670-0974 姫路市飯岡3-219-1 皐　弘志

109 水野内科医院 670-0011 姫路市坊主町55 水野　修

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

111 太子病院 671-1561 揖保郡太子町鵤387 味木　勝一

112 公立八鹿病院 667-8555 養父市八鹿町八鹿1878-1 高内　善

113 兵庫医科大学ささやま医療センター 669-2321 篠山市黒岡5 奥川　卓也

114 芦田内科 669-3309 丹波市柏原町柏原3590 芦田　兆

115 けやきクリニック 669-3316 丹波市柏原町鴨野346-1 上山　知己

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

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

118 斉藤内科クリニック 656-0425 南あわじ市榎列小榎列206-1 齊藤　雅文

119 平成病院 656-0442 南あわじ市八木養宜中173 片山　直弥

120 大英診療所 555-0021 大阪市西淀川区歌島2-3-2 宋　桂子


