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医療機関名 〒 住所 TEL HPアドレス

あずま糖尿病内科クリニック 662-0075 西宮市南越木岩町7-8 0798-70-1881 https://www.azuma-dm.com/

松尾医院 663-8184 西宮市鳴尾町2-17-17 0798-41-6401 -

鍛冶内科医院 662-0025 西宮市北名次町5-5 0798-72-2321 -

ひぐち内科 662-0051 西宮市羽衣町5-23 0798-33-3788 http://higuchinaika.web.fc2.com/

たけまさクリニック 662-0084 西宮市樋之池町21-26 0798-72-5951 https://www.takemasa-clinic.jp/

板野甲山診療所 662-0001 西宮市甲山町53 0798-70-2201 -

おりやま小児科クリニック 662-0872 西宮市高座町1-62 0798-72-5500 https://www.oriyama-cl.com/

森口クリニック 663-8006 西宮市段上町6-17-30 0798-57-3792 http://moriguchi-clinic.jp/

かみや小児科医院 662-0812 西宮市甲東園1-1-6 0798-52-0028 http://www.kamiyasyounika.com/

亀田内科クリニック 662-0841 西宮市両度町3-2 0798-68-5110 http://kameda-clinic.com/

福井内科医院 663-8123 西宮市小松東町3-8-1 0798-47-0190 http://hccweb6.bai.ne.jp/fukuinaika/

田中皮フ科クリニック 662-0982 西宮市今在家町2-6 0798-36-8811 http://www.tanaka-hifuka.com/about

かとう内科・外科・整形外科クリニック 662-0834 西宮市南昭和町8-16 0798-67-3650 http://www.kato-ngs.com/

おりたクリニック 662-0017 西宮市甲陽園西山町1-62 0798-75-0120 http://www.orita-clinic.net/

勝呂クリニック 662-0917 西宮市与古道町1-37 0798-22-1567 https://www.ddmap.jp/0798221567

岡田クリニック 663-8176 西宮市甲子園六番町14-25 0798-41-3322 -

Ａｓｈｉｄａ　Ｃｌｉｎｉｃ 662-0038 西宮市南郷町4-7 0798-73-8000 https://ashidaclinic.com/

合瀬小児科医院 662-0832 西宮市甲風園2丁目2-5 0798-66-2213 -

整形外科たかひろクリニック 663-8107 西宮市瓦林町20-11 0798-31-5656 https://takahiro-clinic.com/

都クリニック 663-8134 西宮市上田中町17-26 0798-40-5222 http://www.miyako-clinic.com/

飯田整形外科 663-8106 西宮市大屋町7-14 0798-66-1672 https://iida-seikeigeka.com/

坂谷内科 662-0927 西宮市久保町8-5 0798-33-6644 http://sakatani-naika.com/

しげやまクリニック 663-8111 西宮市二見町13-21 0798-65-9292 http://www.shigeyama-clinic.com/

よしおかクリニック泌尿器科 663-8006 西宮市段上町1丁目2-34 0798-57-5535 https://yoshioka.clinic/
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はら外科胃腸科クリニック 663-8035 西宮市北口町1-2　ACTA西宮東館4階 0798-69-1180 https://www.hara-clinic.jp/

木原たか子皮フ科クリニック 663-8177 西宮市甲子園七番町19-13 0798-49-4112 http://www.takako-clinic.net/

勝部北夙川医院 662-0084 西宮市樋之池町7-1-1 0798-72-5555 -

杉原医院 662-0813 西宮市上甲東園3-6-21 0798-57-5527 http://www.sugihara-clinic.jp/

瀬戸内科医院 663-8035 西宮市北口町18-10 0798-67-6422 https://setonaika.com/

兒玉内科醫院 662-0911 西宮市池田町9-7　フレンテ西館214 0798-33-0210 http://www.newton-doctor.com/doctor/hyogo/drkodama/s01/

大野医院 662-0963 西宮市屋敷町6-3 0798-26-3640 -

くらのぶクリニック 662-0862 西宮市青木町14-4 0798-73-3160 -

みった整形外科 662-0838 西宮市能登町11-40 0798-76-5521 -

甲子園診療所 663-8114 西宮市上甲子園4丁目5-15 0798-22-4172 https://koshien-s.jp/

阿波クリニック 662-0866 西宮市柳本町2-20 0798-74-7666 -

櫻根皮フ科 662-0084 西宮市樋之池町10-15　紀乃国第一ビル203 0798-74-1331 https://www.sakurane-hifuka.com/

おぐしクリニック 663-8003 西宮市上大市5-12-15 0798-57-5531 https://ogushi-cl.com/

西田こどもクリニック 662-0075 西宮市南越木岩町7-5　ヌンクタータ1階 0798-39-7070 https://nishida-kodomo.com/

片岡クリニック 662-0874 西宮市六軒町3-8-101 0798-73-0871 http://www.asahi-net.or.jp/~bb8t-ktok/

もりたレディースクリニック 663-8035 西宮市北口町1-2　ACTA西宮東館4階 0798-69-3336 https://www.morita-ladies-clinic.com/

撫順医院 662-0052 西宮市霞町1-34 0798-22-1274 -

鹿子木クリニック 662-0825 西宮市門戸荘17-18　メディックモンド3階 0798-52-3450 https://www.kanokogi.jp/

小田内科・循環器内科 662-0832 西宮市甲風園1-6-1 0798-67-2541 http://www.odanaika.net/

岡田医院 662-0834 西宮市南昭和町3-18 0798-67-1136 -

桝谷医院 662-0883 西宮市上ヶ原九番町1-1 0798-52-6876 -

鈴木内科小児科クリニック 662-0838 西宮市能登町11-40 0798-76-3101 https://suzuki-nkcl.net/

みうら小児科 662-0076 西宮市松生町5-8 0798-75-6321 http://www.miura-kids.com/

よねくらクリニック 669-1103 西宮市生瀬東町23-2 0797-83-6632 http://www.yonekura-clinic.jp/
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おやどまりクリニック 662-0894 西宮市上ヶ原四番町4-1 0798-57-5557 -

細田眼科 663-8204 西宮市高松町4-8　プレラにしのみや303 0798-63-5532 https://www.nishinomiya.hyogo.med.or.jp/homepage/index.php?pcd=P00335

平川クリニック 663-8106 西宮市大屋町12-20 0798-66-8080 http://www.hirakawa-clinic.jp/

浜本医院 669-1133 西宮市東山台1丁目10-3 0797-63-2588 -

勝部医院 663-8114 西宮市上甲子園1-4-13 0798-48-1188 https://www.katsube-clinic.com/

山路クリニック 662-0973 西宮市田中町3-1-208 0798-34-6650 https://www.yamajiclinic.com/

やまかげクリニック 662-0975 西宮市市庭町6-10 0798-38-2030 http://www.yamakage-k.net/

ふくしま心療クリニック 663-8178 西宮市甲子園八番町2-1　ヨシダビル302 0798-44-3815 http://www.fukushima-shinryo.com/#pagetop

夙川よしだハートクリニック 662-0038 西宮市南郷町14-16 0798-72-1158 https://www.nishinomiya.hyogo.med.or.jp/homepage/index.php?pcd=P00236

三浦医院 663-8113 西宮市甲子園口2丁目1-31 0798-66-0948 https://miura-iin.com/

山内内科クリニック 663-8034 西宮市長田町1-18 0798-67-1808 https://www.nishinomiya.hyogo.med.or.jp/homepage/index.php?pcd=P00127

てらおクリニック 663-8137 西宮市池開町3-20　メイマネジメントビル2階 0798-43-8577 https://terao-clinic.com/

山内医院 662-0812 西宮市甲東園3丁目1-37 0798-52-0306 https://yamauchiclinic.or.jp/

池田内科 662-0812 西宮市甲東園1丁目2-12　甲東園千鳥ハイム102 0798-51-3232 -

鈴木医院 663-8136 西宮市笠屋町17-40　宝城ビル1階 0798-41-1925 -

いはらクリニック 663-8113 西宮市甲子園口2-4-6 0798-68-2577 http://www.ihara-clinic-urology.jp/

ひゃくぶん会クリニック 662-0845 西宮市櫨塚町5-45 0798-32-0277 http://www.100kiku-clinic.com/

あしだこども診療所 662-0825 西宮市門戸荘17-18　メディックモンド1階 0798-51-0811 http://yuu-kodomo.com/

とき皮フ科 662-0051 西宮市羽衣町7-27　サン夙川ビル2階 0798-38-5081 https://www.tokiskinclinic.com/

しもながたクリニック 662-0825 西宮市門戸荘17-18　メディックモンド2階 0798-53-8200 http://www.ric.hi-ho.ne.jp/simonagataclinic/

清田診療所 663-8006 西宮市段上町2丁目1-10 0798-54-2250 http://kiyota-mc.com/

風川医院 662-0825 西宮市門戸荘18-19 0798-52-2018 -

原田クリニック 663-8024 西宮市薬師町8-15　薬師メディタウン2階 0798-63-6338 http://www.harada-cl.com/

頭司耳鼻咽喉科 665-0034 宝塚市小林2丁目10-17　ストリート小林2階 0797-71-8508 -
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さかうえクリニック 662-0971 西宮市和上町1-16　日本生命西宮ビル1階 0798-38-8388 https://www.sakaueclinic.jp/

大岡クリニック 663-8124 西宮市小松南町1丁目10-15 0798-41-8186 https://www.ooka-clinic.jp/

斎藤皮フ科 662-0825 西宮市門戸荘15-3 0798-52-7215 http://www.saitohihuka.jp/index.html

こばやし皮膚科クリニック 662-0075 西宮市南越木岩町11-6　苦楽園エクセルビル2階 0798-74-1214 http://www.dermatologyclinic.jp

やぶもと泌尿器科 663-8176 西宮市甲子園六番町18-16 0798-48-8601 http://www.yabumoto-hinyokika.com/

玉田クリニック 662-0834 西宮市甲風園1丁目10-1サテライトビルⅡ 1F 0798-65-7255 https://tamada-clinic.jp/

はらだ皮膚科クリニック 662-0975 西宮市市庭町9-12　香櫨館2階 0798-23-4112 https://harada-hifuka.jp/

津田内科医院 662-0831 西宮市丸橋町8-49 0798-51-7958 -

中島クリニック 663-8003 西宮市上大市3丁目1-10 0798-57-5170 https://www.nakajima-clinic.com/

宝塚医療生活協同組合　良元診療所 665-0055 宝塚市大成町10-45 0797-71-7288 https://www.takarazuka-mcoop.net/ryogen/

仁川内科クリニック 662-0811 西宮市仁川町2丁目5-2-101 0798-51-7022 http://www.nigawa-clinic.com/

尾﨑医院 661-0025 尼崎市立花町3丁目16-30 06-6427-7366 http://ozaki-iin.com/

法貴皮膚科 662-0832 兵庫県西宮市甲風園１丁目１－５ 0798-65-0202 https://www.hohki-hifuka.com/

はらの内科クリニック 665-0061 宝塚市仁川北3-7-17 0798-52-8811 http://harano-clinic.com/

李クリニック 665-0034 宝塚市小林5丁目9-95 0797-76-2525 https://www.leeclinic.jp/

えがおのこども　しもたけクリニック 662-0844 西宮市西福町5-16-101 0798-64-2525 https://smile-children.jp/

さいとう内科・呼吸器クリニック 662-0844 西宮市西福町5-16　2階 0798-66-1114 https://saito-kokyuki.jp/

岩切クリニック 663-8111 西宮市二見町2-25 0798-56-9411 http://www.eonet.ne.jp/~iwakiriclinic/

天野整形外科 662-0825 西宮市門戸荘12-23 0798-52-1071 https://www.amano-seikei.com/

みやうち内科クリニック 663-8023 西宮市大森町14-15 0798-63-3100 -

ふなもとクリニック 663-8165 西宮市甲子園浦風町7-13 0798-81-1192 http://www.funacli.or.jp/

すがぬま整形外科クリニック 662-0854 西宮市櫨塚町5-12　1階 0798-98-2612 https://suganuma2017.com/

ゆたに整形外科クリニック 663-8034 西宮市長田町1-18 0798-64-7265 https://www.eonet.ne.jp/~yutaniclinic

なかじま内科クリニック 662-0832 西宮市甲風園1-9-8 0798-66-1700 https://nakajima-naika.net/

※網掛けは開放型病床登録医 4/11

http://www.saitohihuka.jp/index.html
http://www.dermatologyclinic.jp/
http://www.yabumoto-hinyokika.com/
https://tamada-clinic.jp/
http://www.nigawa-clinic.com/
http://ozaki-iin.com/
http://harano-clinic.com/
http://www.eonet.ne.jp/~iwakiriclinic/
http://www.funacli.or.jp/
https://www.eonet.ne.jp/~yutaniclinic


連携登録医申請受付

医療機関名 〒 住所 TEL HPアドレス

横山整形外科 662-0812 西宮市甲東園1丁目2-35 0798-57-0800 http://yokoyama-ortho.com/#shop_info

西宮ファミリークリニック 662-0825 西宮市門戸荘9-16 0798-57-3055 https://www.family-cl.jp/

やまなか腎泌尿器科クリニック 661-0035 尼崎市武庫之荘1丁目18-5　武庫之荘メディカルキューブ2階 06-6437-2777 http://www.yamanaka-uroclinic.com/

まさだ整形外科 662-0844 西宮市西福町5-16-201 0798-69-3330 http://seikei-masada.jp/

松本内科 663-8035 西宮市北口町1-1-109 0798-67-3600 https://shiseikai-nagai.jp

寺林医院 665-0061 宝塚市仁川北2丁目5-1　さらら仁川北館1階 0798-56-1414 https://terabayashi-clinic.jp/

川上診療所 665-0061 宝塚市仁川北3丁目3-10 0798-51-7341 https://www.kawakami-cl.net/

かにえ整形外科 663-8031 西宮市伏原町7-17　アルビオン西宮1階 0798-64-6500 https://www.nishinomiya.hyogo.med.or.jp/homepage/index.php?pcd=P00104

西岡医院 662-0084 西宮市樋之池町27-38 0798-74-4430 https://nishiokaiin.com

岡崎内科・呼吸器科 662-0973 西宮市田中町4-18　3階 0798-22-2756 http://www.okazaki-clinic.sakura.ne.jp/

西本クリニック 663-8113 西宮市甲子園口2-8-31 0798-65-5111 https://www.nishimotoclinic.jp/

みやけ内科クリニック 662-0977 西宮市神楽町11-27　ブルーノ夙川2階 0798-23-3899 http://www.miyake-cli.jp/

平井内科医院 662-0067 西宮市深谷町9-27 0798-73-7264 -

山戸外科医院 662-0863 西宮市室川町4-23 0798-72-3323 -

山下胃腸科・外科 663-8103 西宮市熊野町14-2 0798-64-3546

はせがわクリニック 662-0868 西宮市中屋町6-14 0798-70-5850 https://www.hasegawa-cl.com/

皆本医院 662-0825 西宮門戸荘17-48-115 0798-57-5552 https://www.minamoto-clinic.com/

川上皮フ科クリニック 663-8013 西宮市門前町3-2　ラッスルプラザ1階 0798-65-2400 -

かんの皮膚科クリニック 662-0841 西宮市両度町3-2　アメニティコート西宮北口3号 0798-68-1251 http://r.goope.jp/kanno/

徐皮フ科クリニック 663-8204 西宮市高松町5-39　なでしこビル4階 0798-69-1112 http://www.jsc1112.com/index.html

おのクリニック 665-0847 宝塚市すみれｌガ丘1-9-1 0797-81-7315 https://onoclinic.jp/

ひろせ整形外科クリニック 665-0061 宝塚市仁川北2丁目5-1　さらら仁川北館1階 0798-51-1111 https://hirose-seikei.jp/

くさの整形外科クリニック 663-8156 西宮市甲子園網引町2-34 0798-49-8193 http://kusano-seikei.com/

羽間医院 658-0081 神戸市東灘区田中町3-10-1 078-411-9550 -
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なかがわ眼科 665-0874 宝塚市中筋7-73-4 0797-82-6066 https://www.nakagawa-eye.jp/

にじゅう内科クリニック 662-0812 西宮市甲東園3丁目2-29　アプリ甲東205-1 0798-51-2011 https://20clinic.com/

たけはしクリニック 662-0825 西宮市門戸荘14-21 0798-53-4114 http://takehashi-clinic.jp/

インターナショナルヘルスケアクリニック 105-0004 東京都港区新橋2丁目10-5　末吉ビル3F 03-3501-1330 https://www.ihc-clinic.jp/

伊東皮膚科 662-0911 西宮市池田町9-6　JR西宮駅NKビル301 0798-32-0301 http://ito-hifuka.la.coocan.jp/

おはなクリニック 663-8176 西宮市甲子園六番町12-9　甲子園六番館203 0798-48-2233 http://www.ohana-clinic.com/

てらしまこどもクリニック 663-8035 西宮市北口町1-2　アクタ西宮東館4階 0798-66-2299 https://terashima-kodomo-clinic.com/

村松クリニック 662-0822 西宮市松籟荘11-21 0798-54-2373 https://www.big-advance.site/s/165/1451

岸田内科クリニック 663-8204 西宮市高松町7-5 0798-69-1320 https://kishida-clinic.com/

はら内科クリニック 661-0002 尼崎市塚口町1-2-2　河村ビル3F 06-6421-1159 https://haranaikaclinic.com/

原田整形外科 665-0034 宝塚市小林5丁目4-39 0797-77-0231 https://www.takarazuka-haradaseikei.com/

そりおクリニック 665-0845 宝塚市栄町2丁目2-1　ソリオ3　1階 0797-81-4655 -

奥田医院 663-8004 西宮市下大市東町4-3 0798-54-0131 -

さじ小児科 662-0926 西宮市鞍掛町8-3 0798-37-1155 https://sajishounika.jimdo.com/

ささき整形外科 662-0812 西宮市甲東園3丁目2-29　アプリ甲東2階 0798-53-0143 https://sasaki-seikei.com

よしあら小児科 663-8024 西宮市薬師町8-15 0798-68-0115 http://www.yoshiara.com/

なかおクリニック泌尿器科 662-0063 西宮市相生町6-37　2階 0798-74-5515 https://nakao-uro.com/

千穂PLUSルナレディスクリニック 662-0075 西宮市南越木岩町7-8 0798-71-6611 http://luna-clinic.com/

けいしん内科クリニック 665-0874 宝塚市中筋7丁目95-4 0797-82-0506 https://www.keishin.info/

栗田クリニック 665-0842 宝塚市川面5丁目17-1 0797-85-3733 https://kurita-cl.doctorsfile.jp/

なじお山下整形 669-1134 西宮市名塩新町8 0797-62-5657 https://www.najio-yamashita.com/

清水外科胃腸科 665-0836 宝塚市清荒神1-2-36 0797-86-3933 -

こむら皮膚科クリニック 662-0973 西宮市田中町3-1 0798-32-7412 https://www.komura-clinic.jp/

相馬胃腸科医院 663-8204 西宮市高松町11-10　シャトレ西宮2F 0798-65-3160 http://www.sohma-ichouka.com/
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すぎもとクリニック 662-0863 西宮市室川町5-25 0798-76-0008 -

浅井診療所 662-0912 西宮市松原町3-3 0798-22-3136 http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea29601/

園田内科 662-0075 西宮市南越木岩町14-7 0798-72-4601 https://www.sonodanaika.com

さいとう内科・肝臓クリニック 662-0811 西宮市仁川町2丁目4-13 0798-54-7771 https://saito-clinic.org/

宝塚医療生活協同組合　高松診療所 665-0043 宝塚市高松町5-10 0797-72-2585 https://www.takarazuka-mcoop.net/takamatu/

もうり整形外科 662-0078 西宮市菊谷町2-25　Kプラザ103 0798-70-5505 http://mouri-seikei.com/

康心会消化器内視鏡クリニック西宮北口院 662-0834 西宮市南昭和町10-25　リーストラクチャー西宮北口101 0798-63-0088 https://nishinomiya-icamera.com/

いわもと内科クリニック 663-8203 西宮市深津町7-21　阪急西宮ガーデンズ別館1F 0798-65-6611 https://iwamoto-naika.jp

はしむら小児科 663-8203 西宮市深津町7-21　阪急西宮ガーデンズ別館1F 0798-69-0120 https://hashimura-kids.com/

あまのペインクリニック 665-0861 宝塚市中山寺1-14-16 0797-85-5656 https://www.amano-pain.com/

ちよまる皮膚科 662-0075 西宮市南越木岩町5-3　夙川ガーデンズ1階 0798-72-6255 https://chiyomaru-hifuka.com/

たき眼科 662-0822 西宮市松籟荘11-9　1Ｆ 0798-57-3220 https://takieyeclinic.com/

さかお内科・消化器内科 662-0025 西宮市北名次町11-15 0798-73-1001 https://sakaonaika-nishinomiya.com

おおの整形外科・リウマチ科 663-8229 西宮市今津社前町1-11 0798-33-9111 http://ohno-clinic.net/index.html

石本クリニック 665-0035 宝塚市逆瀬川1-5-24 0797-74-7166 -

千原皮膚科クリニック 662-0822 西宮市松籟荘11-18 0798-57-1230 http://chihara-hifuka.com/

じゅん内科クリニック（宝塚市） 665-0021 宝塚市中州1丁目15-2 逆瀬川ビル１F 0797-76-1888 https://www.jun-clinic.net

松本脳神経外科クリニック 663-8201 西宮市田代町11-3 0798-69-1451 https://www.clinic-matsumoto.com/

まつなが皮膚科 665-0061 宝塚市仁川北2丁目5-1　さらら仁川北館1階 0798-53-3311 -

田村クリニック（宝塚市） 665-0033 宝塚市伊孑志1-7-15 0797-77-3060 http://www.tamura-clinic-takarazuka.com/

西宮今津みどり皮ふ科 663-8211 西宮市今津山中町12-25-2F 0798-32-1177 https://www.nishinomiya.clinic

やまだ耳鼻咽喉科クリニック 663-8211 西宮市今津山中町12-25　山中町ヒグチビル201 0798-22-3387 https://yamada-jibi.com/

杉岡クリニック 659-0014 芦屋市翠ヶ丘町13-8 0797-25-5335 -

田村クリニック 夙川 662-0047 西宮市寿町3-15-101 0798-38-6500 https://tamura-clinic.com/
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かず整形外科リハビリクリニック 663-8003 西宮市上大市4丁目1-7 0798-54-0655 https://kazu-seikei.com

おおやぶ内科・循環器内科 663-8107 西宮市瓦林町20-14 0798-66-2000 https://oyabunaika.com

里皮フ科・小児科クリニック 663-8024 西宮市薬師町2-56　クリニックステーション西宮北口2-B 0798-69-3112 https://satohifuka-nisikita.com

くればやし内科 663-8024 西宮市薬師町2-56　クリニックステーション西宮北口1階 0798-69-1088 https://kurebayashi-cl.com

いながき内科クリニック 662-0975 西宮市市庭町9-12　香櫨館3階 0798-35-8585 https://inagakicl.com

川野内科クリニック 662-0978 西宮市産所町11-14 0798-34-7737 https://www.kawanonaika.com/

くらかわ整形外科・耳鼻咽喉科 662-0084 西宮市樋之池町10-15-101 0798-70-1010 https://www.kurakawa-cl.com

いなとめ乳腺クリニック 663-8204 西宮市高松町5-39　なでしこビル3階 0798-64-0777 https://inatome-clinic.com/

きんたか医院 663-8113 西宮市甲子園口2-4-10 0798-31-3171 https://clinica-kintaka.jp/

しおみ耳鼻咽喉科クリニック 663-8024 西宮市薬師町8-15 0798-64-8711 http://www.shiomi-clinic.com/

たろうメディカルクリニック 662-0977 西宮市神楽町11-25　STATION BUILDING 3F 0798-61-1825 https://taro-beauty-clinic.jp/

まつなみクリニック 662-0918 西宮市六湛寺町2-1-203 0798-23-3747 http://matsunami-cl.jp/

おかもとクリニック 663-8112 西宮市甲子園口北町1-6-101 0798-63-8331 http://okamoto-c.com/

臨港クリニック 662-0922 西宮市石在町１９－３４ 0798-23-1300 https://rinko-clinic.com/

みみ・はな・のど　しのみやクリニック 662-0015 西宮市甲陽園本庄町9-13　フルール甲陽園駅前1階 0798-73-8733 http://www.shinomiya-ent.com/

山口クリニック 663-8204 西宮市高松町4-8　プレラにしのみや3階 0798-63-9550 http://www.ycl-i.com

斎藤内科 665-0034 宝塚市小林5丁目4-43 0797-71-6515 http://saitonaika.jp/

永井医院 662-0855 西宮市江上町8-10 0798-23-1561 https://nagai-clinic.com/

広川内科クリニック 662-0845 西宮市神明町4-26 0798-64-2707 -

川﨑医院 662-0864 西宮市越水町6-7 0798-71-6236 -

森医院 662-0046 西宮市千歳町7-37 0798-33-0958 -

ありしま内科 6650845 宝塚市栄町1丁目6-1-106 0797-80-8731 https://arishima-naika.jp/

はしもとクリニック泌尿器科 659-0092 芦屋市大原町11-24　ラポルテ北館1階 0797-34-8200 https://hashimoto-uro.clinic/

後藤泌尿器科医院 659-0064 芦屋市精道町7-1　ハックス芦屋ビル2階 0797-21-5065 -
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大森内科医院 662-0074 西宮市石刎町18-8 0798-74-5030 https://oomori-naikaiin.jp/

大森内科クリニック 662-0012 西宮市甲陽園東山町2-26 0798-73-2728 -

井上内科医院 663-8111 西宮市二見町8-19 0798-65-3008 https://inoue-naika.jp/

かぎおかクリニック 663-8156 西宮市甲子園網引町2-15 0798-45-4159 http://www.kagioka-clinic.com/

田中整形外科クリニック 662-0075 西宮市南越木岩町9-5 0798-70-3625 https://tanakaseikei.or.jp/

サトウ眼科 330-0825 西宮市門戸荘17番50-202 0798-78-2657 https://sato-eye.com/

堀田眼科 662-0017 西宮市甲陽園本庄町6-44 0798-70-1919 https://eye-hotta.com/

山根内科クリニック 669-1102 西宮市生瀬町2丁目2-2 0797-69-0360 -

国夫新生クリニック 663-8113 西宮市甲子園口2丁目15-14 0798-67-1574 https://ksclinic.net/

幸彩クリニック 664-0898 伊丹市千僧3-143-301 072-783-3600 -

半田医院 663-8173 西宮市甲子園三番町10-43 0798-41-1716 -

林医院 663-8113 西宮市甲子園口3-9-23 0798-64-1551 https://www.hayashi-med.com/

前田クリニック 663-8113 西宮市甲子園口3-14-1 0798-67-6663 https://website2.infomity.net/8192504/

はまおかクリニック 663-8154 西宮市浜甲子園1丁目1-9 0798-47-3353 https://hamaoka-clinic.jp/

いまい内科クリニック 665-0021 宝塚市中州2丁目1-28 0797-76-5177 http://www.kunpfukai.com/imai_naika/

柴田内科医院 665-0034 宝塚市小林3丁目8-45 0797-72-3014 https://shibatanaika.com/

中田内科医院 663-8152 西宮市甲子園町25-18 0798-40-5053 https://nakadanaika.jp/

森耳鼻咽喉科医院 662-0812 西宮市甲東園1丁目6-27 0798-52-3387 http://www.mori-jibi.com/

おかの皮フ科 663-8152 西宮市甲子園町26-14 0798-47-0701 www.okano-hifuka.jp

ねもと皮フ科・形成外科 663-8204 西宮市高松町4-8-307 0798-42-7351 http://nemoto-hifuka.com/

広田皮膚科 663-8113 西宮市甲子園口3-3-18 0798-63-6169 -

あさくら皮フ科クリニック 663-8113 西宮市甲子園口2丁目4-10 0798-68-1211 https://asakura-hifuka.com/

夙川さわもと皮フ科 662-0977 西宮市神楽町11-3 0798-37-1112 http://shukugawa-clinic.jp/

皮フ科フナキ医院 663-8035 西宮市北口町1-2　アクタ西宮東館4階 0798-62-9255 https://funaki-iin.com/
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よしおか内科クリニック 662-0841 西宮市両度町6-22　ベルシャイン西宮1F 0798-68-1181 http://www.yoshioka-clinic.jp/

渡辺内科クリニック 662-0971 西宮市和上町2-39 0798-23-5160 http://www.watanabe-naika.jp/

山縣皮膚科医院 663-8241 西宮市津門大塚町1-25 0798-26-1767 -

大井クリニック 662-0024 西宮市名次町5-24 0798-73-7000 https://oi-clinic.jp/

佐藤医院 665-0035 宝塚市逆瀬川2丁目7-5 0797-72-4365 -

広石医院 665-0024 宝塚市逆瀬台1丁目11-4-203 0797-72-6861 -

くりやま内科 665-0021 宝塚市中州2丁目6-31 0797-73-0285 https://www.kuriyama-naika.com/pc/

内科・消化器内科　ますだクリニック 662-0872 西宮市高座町11-8 0798-39-7561 https://nishinomiya-mcl.com

おだ整形外科リウマチクリニック 662-0926 西宮市鞍掛町8-3　くらかけクリニックモール2F 0798-22-8080 https://oda-seikeigeka.com/

ユニコの森あかちゃんとこどものクリニック 663-8101 西宮市松山町13-25-203 0798-81-5082 https://www.unico-babykids.com

ユニコの森村上こどもクリニック 663-8034 西宮市長田町1-20 0798-69-0335 http://uniconomori.com/

まさき内科クリニック 666-0035 川西市花屋敷2-8-11 072-767-1675 https://www.masakic.com/

松浦皮膚科 663-8003 西宮市上大市1丁目6-18 0798-53-7983 -

ゆぐちクリニック 663-8101 西宮市松山町13-25-204 0798-67-3400 https://yuguchi-cl.net

成山クリニック 665-0034 宝塚市小林2-11-16 0797-73-8030 http://www.nariyama-clinic.com/

おがわ整形外科クリニック 663-8141 西宮市高須町1-1-55 ムコダンモール内 0798-45-7701 https://www.ogawa-seikei.jp/

ほその内科おなかクリニック 663-8025 西宮市荒木町15-22 0798-69-1828 https://hosono-onakacl.com/

栗原医院 665-0011 宝塚市南口2-4-11 0797-76-5820 https://www.kurihara-clinic.info/

とみい眼科クリニック　夙川 662-0054 西宮市大谷町７番１号　夙川グリーンプレイスA棟２階 0798-34-5575 https://tomiiganka-s.com/

いのうえ小児科 662-0054 西宮市大谷町７番５号B棟２階α 0798-38-1152 https://www.inoue-syonika.com/

藤本整形外科循環器内科クリニック 662-0054 西宮市大谷町7-5　夙川グリーンプレイスB棟 0798-31-6580 https://fujimoto-seikei-jyunkanki.com/

こんどうクリニック西宮分院 662-0912 西宮市松原町4番12号1階 0798-31-5911 https://kondocl.com/

大谷クリニック 663-8006 西宮市段上町1丁目7番8号 0798-51-0100 https://aioi-clinic.com/

こじま小児科・循環器科 663-8106 西宮市大屋町７－１４ 0798-67-4555 https://www.kojimakids.jp/
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https://fujimoto-seikei-jyunkanki.com/
https://kondocl.com/
https://aioi-clinic.com/
https://www.kojimakids.jp/


連携登録医申請受付

医療機関名 〒 住所 TEL HPアドレス

はやしま小児科 663-8025 西宮市荒木町１６－７ 0798-63-3232 http://hayashima-shounika.jp

中村整形外科 662-0912 西宮市松原町７－２０ 0798-37-3122 http://hone-nakamura.com

森整形外科医院 662-0832 西宮市甲風園1-12-14 0798-66-0116 https://mori-seikei.com/

大谷整形外科眼科 659-0092 芦屋市大原町11-24-216ラポルテ北館2F 0797-34-7077 https://otani-cli.com/

あらかわ整形外科 659-0091 芦屋市東山町15-12ネスト芦屋1階 0797-35-1119 https://ashiya-arakawa.com/

小池クリニック 662-0927 西宮市久保町7-35 0798-42-7692 https://koike-cl.jp/

サルース苦楽園クリニック 662-0075 西宮市南越木岩町11-10　TH医療ビル苦楽園3階 0798-73-3603 https://salus-kurakuen.com/

かめだこどもクリニック 665-0034 宝塚市小林5丁目4-19 0797-78-2867 http://www.kamchild.com

つゆぐち整形外科 662-0051 西宮市羽衣町5番23号 0798-23-1100

御影ごきげんクリニック 658-0048 神戸市立東灘区御影郡家2丁目１６－１０ 078-223-5599 http://www.mk-gokigen.com

御幡医院 663-8161 西宮市甲子園春風町4-27 0798-33-0273 mihataiin.com/usr/pc/

谷口医院 663-8224 西宮市今津真砂町1-6 0798-45-5075 nishinomiya-taniguchi-clinic.com

つだクリニック 662-0857 西宮市中前田町1-17 0798-23-8778 tsuda.clinic

ケイ往診クリニック 663-8184 西宮市鳴尾町5丁目2-6　1F 0798-31-3738

きむら内科・内視鏡クリニック 663-8107 西宮市瓦林町1-21　KBクリニックビル1F 0798-67-8881 kimura-naishikyo.com

まつの肛門・胃腸・内視鏡クリニック 663-8152 西宮市甲子園町9番9号メディカルキューズ甲子園３F 0798-49-2239 https://matsuno-clinic.com

にしだ内科クリニック 662-0922 西宮市東町１丁目12番3号コープ西宮南店3F 0798-34-9005 https://nishida-naika.com

阪神そけいヘルニア日帰り手術Gi外科クリニック 662-0835 西宮市平木町2番18号松本第3ビル2階 0798-61-7700 gi-clinic.net/service/hanshin/
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